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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 22,775 △11.3 △412 ― △283 ― △544 ―

24年3月期第3四半期 25,667 △17.6 1,219 △64.0 1,333 △61.5 825 △60.8

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △1,074百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 258百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 △6.73 ―

24年3月期第3四半期 9.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 36,604 20,184 55.0
24年3月期 43,267 22,395 51.7

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  20,116百万円 24年3月期  22,352百万円

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  
 

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

24年3月期 ― ― ― 8.00 8.00
25年3月期 ― ― ―

25年3月期（予想） 6.00 6.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  
 

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 32,000 △13.5 △350 ― △300 ― △620 ― △7.69



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料2ページをご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しています。詳細
は、添付資料2ページをご覧下さい。 

(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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる
可能性があります。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 89,230,015 株 24年3月期 89,230,015 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 9,343,323 株 24年3月期 7,316,855 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 80,890,888 株 24年3月期3Q 84,209,294 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国では緩やかな回復傾向が見られたものの、欧

州における景気後退や新興国経済の減速等を背景として弱含みで推移し、生産や輸出の減少等から企業

収益が悪化し、製造業を中心に設備投資に慎重な動きが強まりました。 

後半には政権交代に伴う経済対策への期待により、株価の回復や円安への変化があったものの、世界

経済を巡る不確実性は依然として高く、先行きは不透明な状況が続きました。 

このような経営環境のもと、受注面では国内向け自動車部品熱処理設備や鉄鋼メーカ向け加熱炉用リ

ジェネバーナ、放射性廃棄物減容化試験装置、下水汚泥炭化設備などの成約を得るとともに、海外では

台湾向けタッチパネル関連精密塗工装置などの成約を得て、受注高は19,416百万円（前年同期比

74.0％）となりました。 

売上面につきましては、国内ではアルミ箔熱処理設備や鉄鋼メーカ向け加熱炉改造工事、震災廃棄物

処理用バイオマスガス化発電設備などを、海外ではメキシコおよび欧州向け自動車部品熱処理設備やベ

トナム向け鋼板連続塗装ラインなどを計上し、売上高は22,775百万円（前年同期比88.7％）となりまし

た。 

利益面では海外調達等によるコストダウンや経費削減に全社をあげて取組みましたが、減収及び円高

の影響は大きく、まことに遺憾ながら営業損失412百万円、経常損失283百万円を余儀なくされ、更に繰

延税金資産の取崩もあり、四半期純損失544百万円となりました。 

  

資産合計は、受取手形及び売掛金の減少などにより、前連結会計年度末比6,663百万円減少の36,604

百万円となりました。 

負債合計は、支払手形及び買掛金の減少などにより、前連結会計年度末比4,452百万円減少の16,420

百万円となりました。  

純資産合計は、利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末比2,210百万円減少の20,184百万円

となり、自己資本比率は55.0％となりました。 

  

業績予想につきましては、平成24年11月13日公表の業績予想を変更しておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４

月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

・税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,701 9,277

受取手形及び売掛金 20,624 15,202

たな卸資産 1,717 1,668

その他 670 264

貸倒引当金 △12 △9

流動資産合計 32,701 26,403

固定資産   

有形固定資産 5,580 5,405

無形固定資産 11 92

投資その他の資産   

投資有価証券 4,349 4,223

その他 663 517

貸倒引当金 △38 △38

投資その他の資産合計 4,974 4,702

固定資産合計 10,566 10,200

資産合計 43,267 36,604

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,866 8,426

短期借入金 3,314 3,309

引当金 654 81

その他 3,119 2,707

流動負債合計 18,954 14,523

固定負債   

長期借入金 727 817

退職給付引当金 201 229

その他 989 849

固定負債合計 1,918 1,896

負債合計 20,872 16,420

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,176 6,176

資本剰余金 3,849 3,849

利益剰余金 13,226 12,026

自己株式 △2,109 △2,594

株主資本合計 21,143 19,458

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,249 1,075

為替換算調整勘定 △39 △39

繰延ヘッジ損益 － △377

その他の包括利益累計額合計 1,209 658

少数株主持分 42 67

純資産合計 22,395 20,184

負債純資産合計 43,267 36,604
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 25,667 22,775

売上原価 21,374 20,263

売上総利益 4,293 2,511

販売費及び一般管理費 3,073 2,924

営業利益又は営業損失（△） 1,219 △412

営業外収益   

受取配当金 122 106

その他 50 85

営業外収益合計 172 191

営業外費用   

支払利息 35 35

持分法による投資損失 2 22

その他 20 4

営業外費用合計 59 62

経常利益又は経常損失（△） 1,333 △283

特別損失   

固定資産除却損 － 44

投資有価証券評価損 － 28

会員権評価損 － 11

特別損失合計 － 84

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,333 △367

法人税等 494 155

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

839 △523

少数株主利益 13 21

四半期純利益又は四半期純損失（△） 825 △544
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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：百万円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

839 △523

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △564 △173

繰延ヘッジ損益 － △377

為替換算調整勘定 △14 0

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 0

その他の包括利益合計 △580 △551

四半期包括利益 258 △1,074

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 246 △1,096

少数株主に係る四半期包括利益 12 21
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

①売上高 
（単位：百万円） 

 
  

②受注高 
（単位：百万円） 

 
  

③受注残高 
（単位：百万円） 

 
  

（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

４．補足情報

（１）受注及び販売の状況

部門

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
増減

平成23年4月～平成23年12月 平成24年4月～平成24年12月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 15,819 61.6 17,592 77.3 1,773 

情報・通信 7,107 27.7 1,973 8.7 △5,134 

環境保全 1,867 7.3 2,075 9.1 208 

その他 2,297 9.0 2,811 12.3 514 

相殺消去 △1,424 △5.6 △1,677 △7.4 △253 

合  計 25,667 100.0 22,775 100.0 △2,892 

(内、海外) (12,794) (49.8) (11,840) (52.0) (△954)

部門

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
増減

平成23年4月～平成23年12月 平成24年4月～平成24年12月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 18,245 69.5 13,365 68.8 △4,880 

情報・通信 4,932 18.8 2,772 14.3 △2,160 

環境保全 2,321 8.8 2,249 11.6 △72 

その他 2,801 10.7 2,575 13.3 △226 

相殺消去 △2,048 △7.8 △1,546 △8.0 502 

合  計 26,252 100.0 19,416 100.0 △6,836 

(内、海外) (13,591) (51.8) (8,248) (42.5) (△5,343)

部門

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
増減

平成23年4月～平成23年12月 平成24年4月～平成24年12月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 23,714 84.4 16,214 75.3 △7,500 

情報・通信 1,988 7.1 2,294 10.7 306 

環境保全 1,564 5.6 1,716 8.0 152 

その他 1,921 6.8 2,065 9.6 144 

相殺消去 △1,097 △3.9 △772 △3.6 325 

合  計 28,091 100.0 21,518 100.0 △6,573 

(内、海外) (17,093) (60.8) (13,553) (63.0) (△3,540)
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