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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第3四半期 28,376 △6.6 681 △2.0 679 9.2 336 △10.0

23年3月期第3四半期 30,366 △4.2 695 △58.2 622 △61.0 373 △56.6

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 317百万円 （3.5％） 23年3月期第3四半期 306百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第3四半期 53.13 10.01
23年3月期第3四半期 59.00 11.12

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 25,502 9,560 37.5
23年3月期 25,526 9,364 36.7

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  9,559百万円 23年3月期  9,363百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

※上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況であります。なお、当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式の状況については、「種類株式
の配当の状況」をご覧下さい。 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
※通期の１株当たり当期純利益は、優先株式の配当金が未定のため、前期の優先株式の配当年率を使用した配当金を当期純利益から控除し、算出しており
ます。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 39,000 △5.2 1,050 △20.6 980 △22.2 500 △33.1 69.80



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の情報に基づいており、実
際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 7,220,950 株 23年3月期 7,220,950 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 888,567 株 23年3月期 887,838 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 6,332,670 株 23年3月期3Q 6,333,436 株



 

 

 
 

（百万円未満切捨て）  

（参考）個別業績の概要 

１．平成 24 年 3 月期第 3 四半期の個別業績（平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 12 月 31 日） 

(1) 個別経営成績（累計）                                      （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営業利益      経常利益      四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24 年 3 月期第 3 四半期 26,277 △4.0 582 5.7 627 16.7 314 △3.4

23 年 3 月期第 3 四半期 27,367 △7.9 550 △63.7 537 △63.9 325 △59.0

 

 
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四 半期純利益

 円 銭 円 銭

24 年 3 月期第 3 四半期 49.64 9.36

23 年 3 月期第 3 四半期 51.37 9.68

 

(2) 個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％

24 年 3 月期第 3 四半期 25,192 9,517 37.8

23 年 3 月期 24,841 9,257 37.3

（参考）自己資本  24 年 3 月期第 3 四半期  9,517 百万円  23 年 3 月期 9,257 百万円 

 

２．平成 24 年 3 月期の個別業績予想（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）  

（％表示は、対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通     期 36,500 △2.5 960 △15.9 900 △21.1 450 △33.4 61.90

（注）直近に公表されている業績予想（個別）からの修正の有無 ： 無 

  ※通期の 1 株当たり当期純利益は、優先株式の配当金が未定のため、前期の優先株式の配当年率を使用した配当金を当

期純利益から控除し、算出しております。 

 

 

 

種類株式の配当の状況 

 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

○ Ｂ種株式（優先株式） 

 １株当たり配当金 

 
第 1 

四半期末 

第 2 

四半期末 

第 3 

四半期末 
期末 合計 

   円  銭  厘    円  銭  厘   円  銭  厘   円  銭  厘   円  銭  厘

23 年 3 月期  0  00 0   11 60 0  11 60 0 

24 年 3 月期  0  00 0    

24 年 3 月期（予想）    未定 未定 

（注）平成 24 年 3 月期の予想につきましては、配当年率が平成 24 年 4 月 1 日の日本円 TIBOR（6 ヶ月物）に 1.00％を加えた

率による予定のため、現時点では未定とさせていただきます。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 
 当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による一時的な景気後退から持ち直しの
動きが見られたものの、欧州経済の不調に起因するユーロ安による世界経済への悪影響や、円高の定着による輸出
の減少、個人消費の伸び悩み、厳しい雇用情勢などを背景に、本格的な景気回復には至りませんでした。 
 当社グループの関連するプラント業界におきましては、円高の影響を受け、お客様の設備投資計画の大幅な見直
しや海外投資への転換が図られており、国内における受注環境の悪化傾向は継続し、厳しい状況で推移いたしまし
た。 
 このような状況下、当第3四半期連結累計期間の売上面につきましては、東日本大震災に伴う復旧対応工事に取
り組むとともに、操業度維持を意識しながら、得意分野を中心とする工事案件を確実に受注してまいりましたが、
化学プラントの定修工事や原子力発電所の建設・保全工事が減少したため、売上高は283億7千6百万円（前年同四
半期比6.6％減）となりました。 
 また、損益面につきましては、事前工事計画の徹底、大型工事の工事管理の徹底による効率化、コストダウンの
推進等に努め、営業利益は6億8千1百万円（前年同四半期比2.0％減）となりましたが、経常利益は6億7千9百万円
（前年同四半期比9.2％増）となりました。また、四半期純利益は法人税の増加等もあり、3億3千6百万円（前年同
四半期比10.0％減）となりました。 

    
（２）連結財政状態に関する定性的情報 
 当第3四半期連結会計期間末の資産合計は255億2百万円で、前連結会計年度末より2千4百万円減少しました。減
少の主な要因は、未成工事支出金が9億7千1百万円増加したものの、現金及び預金が3億8千3百万円、受取手形・完
成工事未収入金等が8億4千9百万円減少したこと等によるものです。 
 負債合計は159億4千2百万円で、前連結会計年度末より2億2千万円減少しました。減少の主な要因は、長期借入
金が13億3百万円増加したものの、支払手形・工事未払金等が2億6千4百万円,短期借入金が10億円、未成工事受入
金が8千7百万円減少したこと等によるものです。 
 純資産は95億6千万円で、前連結会計年度末より1億9千5百万円増加しました。増加の主な要因は、利益剰余金が
2億1千5百万円増加したこと等によるものです。  

   
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年3月期の連結業績予想につきましては、平成23年11月4日に公表しました「平成24年3月期第2四半期決算
短信」における業績予想に変更はありません。 

   
   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,491,143 2,107,973 
受取手形・完成工事未収入金等 12,921,560 12,071,741 
有価証券 60,000 60,000 
未成工事支出金 1,308,776 2,280,006 
その他のたな卸資産 25,308 55,765 
繰延税金資産 53,187 52,252 
その他 95,359 501,217 
貸倒引当金 △5,953 △5,791 

流動資産合計 16,949,382 17,123,165 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 2,663,021 2,618,268 
機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 396,187 343,083 
土地 4,045,444 4,067,052 
建設仮勘定 － 18,909 
その他（純額） 62,615 70,141 
有形固定資産合計 7,167,269 7,117,455 

無形固定資産 304,900 248,300 
投資その他の資産   
投資有価証券 378,018 329,365 
長期貸付金 35,191 29,325 
繰延税金資産 367,240 343,809 
その他 324,472 310,630 
投資その他の資産合計 1,104,922 1,013,130 

固定資産合計 8,577,092 8,378,886 

資産合計 25,526,475 25,502,051 
負債の部   
流動負債   
支払手形・工事未払金等 6,542,942 6,278,815 
短期借入金 5,746,000 4,746,000 
未払法人税等 156,562 147,755 
未成工事受入金 591,698 504,658 
完成工事補償引当金 1,870 1,640 
事業整理損失引当金 36,970 34,234 
その他 1,011,753 963,938 
流動負債合計 14,087,797 12,677,041 

固定負債   
長期借入金 171,000 1,474,000 
再評価に係る繰延税金負債 797,701 698,976 
退職給付引当金 921,386 928,155 
その他 184,267 163,844 
固定負債合計 2,074,355 3,264,975 

負債合計 16,162,152 15,942,016 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 3,642,350 3,642,350 
資本剰余金 51 51 
利益剰余金 6,887,916 7,103,044 
自己株式 △23,078 △23,292 

株主資本合計 10,507,239 10,722,153 
その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 21,158 △10,095 
土地再評価差額金 △713,473 △614,748 
為替換算調整勘定 △451,587 △538,208 

その他の包括利益累計額合計 △1,143,902 △1,163,051 

少数株主持分 985 933 
純資産合計 9,364,323 9,560,035 

負債純資産合計 25,526,475 25,502,051 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

完成工事高 30,366,996 28,376,751 
完成工事原価 27,803,123 25,796,876 
完成工事総利益 2,563,873 2,579,875 
販売費及び一般管理費 1,868,448 1,898,059 
営業利益 695,424 681,815 

営業外収益   
受取利息 1,913 4,897 
受取配当金 7,409 8,112 
受取賃貸料 20,961 19,591 
助成金収入 48,843 66,493 
その他 29,855 24,299 
営業外収益合計 108,982 123,393 

営業外費用   
支払利息 68,127 62,950 
売上債権売却損 37,904 23,282 
為替差損 18,887 5,648 
追悼式典費用 38,277 － 
その他 19,030 33,726 
営業外費用合計 182,227 125,607 

経常利益 622,178 679,601 
特別利益   
固定資産売却益 14,888 256 
移転補償金 12,000 － 

特別利益合計 26,888 256 

特別損失   
固定資産除却損 6,177 2,713 
特別損失合計 6,177 2,713 

税金等調整前四半期純利益 642,889 677,145 
法人税、住民税及び事業税 227,448 296,389 
法人税等調整額 41,686 44,240 
法人税等合計 269,134 340,630 

少数株主損益調整前四半期純利益 373,754 336,515 
少数株主利益 87 56 
四半期純利益 373,667 336,458 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 373,754 336,515 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △19,598 △31,253 
土地再評価差額金 － 98,725 
為替換算調整勘定 △47,555 △86,712 

その他の包括利益合計 △67,153 △19,240 

四半期包括利益 306,600 317,274 
（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 306,563 317,309 
少数株主に係る四半期包括利益 37 △34 
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 該当事項はありません。  

   
   

 該当事項はありません。   

   
   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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