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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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2四半期 11,192 19.3 491 ― 505 ― 291 ―

24年3月期第2四半期 9,381 △1.1 △85 ― △72 ― △68 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 289百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △105百万円 （―％）

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2四半期 54.44 ―

24年3月期第2四半期 △12.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第2四半期 19,424 9,483 48.8 1,772.30
24年3月期 17,927 9,330 52.0 1,743.80

（参考） 自己資本  25年3月期第2四半期  9,483百万円 24年3月期  9,330百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 15.00 15.00

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 22,000 1.4 680 42.0 650 31.0 350 103.6 65.41



(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）  ：  有  

（注）詳細は四半期決算短信（添付資料）３ページ「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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）詳細は四半期決算短信（添付資料）３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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分することが困難な場合」に該当して 
   おります。詳細は四半期決算短信（添付資料）３ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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ますが、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
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成24年５月15日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記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場合があります。なお、上記予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結
業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 2社 （社名）
田工商貿（上海）有限公司        
タナベエンジニアリングシンガポール社

、 除外 ―社 （社名）

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2Q 5,364,000 株 24年3月期 5,364,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 13,168 株 24年3月期 13,168 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 5,350,832 株 24年3月期2Q 5,350,880 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第2四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停滞を脱し、緩やかな回復が見ら

れたものの、長引く円高や欧州債務危機による欧州経済の落ち込み、中国を始め新興国の減速等により、先行きは

不透明感が強まってきました。

設備工事業界におきましては、民間設備投資は回復傾向にあるものの、円高、電力不安等から設備投資は新興国

を中心とした海外投資にシフトし、国内は依然として低調に推移しました。

このような状況下で、当社グループは受注の確保・拡大を図ってまいりました。設備工事事業は大型プラント設

備工事の受注並びに当連結累計期間より海外子会社２社を加えたため、前年同期を大きく上回りました。比較的経

済が堅調のタイ国では、表面処理事業がHDD・自動車部品の好調により前年同期を大きく上回りました。この結

果、受注高15,298百万円（前年同期比27.4%増）、売上高11,192百万円（同19.3%増）となりました。

利益面につきましては、実行予算管理を強化し利益確保に努めたことと、増収効果により、営業利益491百万円

（前年同期は営業損失85百万円）、経常利益505百万円（前年同期は経常損失72百万円）、四半期純利益291百万円

（前年同期は四半期純損失68百万円）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（総資産）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加しまし

た。

（流動資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百

万円増加しました。主に受取手形・完成工事未収入金等及び、未成工事支出金の増加によるものであります。

（固定資産）

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円

減少しました。

（流動負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万

円増加しました。主に短期借入金等の増加によるものであります。

（固定負債）

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円

減少しました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増

加しました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の ％から ％となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、設備工事事業、表面処理事業、その他の事業とも、受注高は現在まで概ね予定通り推 

移しており、平成24年5月15日発表の業績予想（決算短信）の変更はありません。

(注）上記予想は、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場合があります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

19,424 1,496

14,760 1,657

4,664 160

8,870 1,413

1,070 68

9,483 152

52.0 48.8
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当第１四半期連結累計期間より、田工商貿（上海）有限公司とタナベエンジニアリングシンガポール社の重要性

が増したため、連結の範囲に含めております。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（減価償却方法の変更）

当社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ1,241千円増加しております。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,215,422 1,417,557

受取手形・完成工事未収入金等 9,991,851 11,555,913

未成工事支出金 410,157 1,339,971

その他のたな卸資産 155,961 155,380

繰延税金資産 250,852 252,611

その他 79,787 39,786

貸倒引当金 △983 △1,091

流動資産合計 13,103,049 14,760,129

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,937,180 3,959,380

機械、運搬具及び工具器具備品 2,118,779 2,200,600

土地 1,446,869 1,447,821

リース資産 99,872 102,320

建設仮勘定 19,190 144,763

減価償却累計額 △3,761,363 △3,912,458

有形固定資産合計 3,860,528 3,942,428

無形固定資産 97,824 97,634

投資その他の資産

投資有価証券 534,344 273,113

繰延税金資産 234,715 249,352

その他 97,239 101,818

投資その他の資産合計 866,299 624,284

固定資産合計 4,824,652 4,664,346

資産合計 17,927,701 19,424,475
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 3,570,655 3,799,984

短期借入金 1,540,000 2,340,000

リース債務 19,553 18,921

未払金 1,049,675 1,296,637

未払費用 278,772 277,091

未払法人税等 262,270 189,444

未成工事受入金 57,933 344,400

完成工事補償引当金 20,654 22,257

工事損失引当金 1,000 36,000

賞与引当金 569,853 449,395

役員賞与引当金 34,000 18,000

その他 53,297 78,599

流動負債合計 7,457,666 8,870,732

固定負債

長期借入金 210,000 140,000

リース債務 44,796 38,115

退職給付引当金 638,385 638,116

役員退職慰労引当金 246,094 254,246

固定負債合計 1,139,275 1,070,478

負債合計 8,596,942 9,941,210

純資産の部

株主資本

資本金 885,320 885,320

資本剰余金 1,475,320 1,475,320

利益剰余金 7,414,930 7,568,956

自己株式 △6,507 △6,507

株主資本合計 9,769,062 9,923,089

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 41,687 25,555

為替換算調整勘定 △479,990 △465,379

その他の包括利益累計額合計 △438,303 △439,824

純資産合計 9,330,759 9,483,265

負債純資産合計 17,927,701 19,424,475
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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２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 9,381,577 11,192,202

売上原価 8,388,127 9,551,765

売上総利益 993,449 1,640,436

販売費及び一般管理費 1,078,932 1,149,044

営業利益又は営業損失（△） △85,482 491,392

営業外収益

受取利息 863 595

受取配当金 2,856 2,371

受取地代家賃 15,680 15,397

助成金収入 － 8,934

その他 16,513 7,428

営業外収益合計 35,913 34,727

営業外費用

支払利息 8,313 9,873

コミットメントフィー 5,260 5,260

投資有価証券評価損 9,060 1,930

その他 285 3,256

営業外費用合計 22,919 20,320

経常利益又は経常損失（△） △72,488 505,799

特別利益

固定資産売却益 511 －

投資有価証券売却益 5,412 3,330

特別利益合計 5,924 3,330

特別損失

固定資産処分損 726 171

固定資産売却損 14 －

投資有価証券評価損 16,329 18,899

その他 80 －

特別損失合計 17,150 19,071

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（△）

△83,714 490,058

法人税等 △14,817 198,774

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（△）

△68,897 291,284

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △68,897 291,284
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（四半期連結包括利益計算書）
（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30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（△）

△68,897 291,284

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △723 △16,131

為替換算調整勘定 △35,653 14,611

その他の包括利益合計 △36,376 △1,520

四半期包括利益 △105,273 289,763

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △105,273 289,763

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

「参考資料」

（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

受注の状況 （単位：千円）

区分
前年同四半期

（平成24年３月期
第２四半期）

第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日)

増減 増減率％

設備工事事業

産業プラント設備工事 4,557,782 7,017,741 2,459,959 54.0

 設備保全工事 2,989,431 3,622,886 633,454 21.2

 電気計装工事 2,460,062 2,406,094 △53,968 △2.2

 送電工事 889,710 844,704 △45,005 △5.1

 管工事 588,674 461,264 △127,410 △21.6

 田工商貿（上海）有限公司 － 152,767 152,767 －

タナベエンジニアリング

シンガポール社
－ 12,590 12,590 －

小計 11,485,661 14,518,048 3,032,387 26.4

表面処理事業 354,826 663,670 308,843 87.0

その他（鋳造用工業炉） 171,852 117,186 △54,665 △31.8

合計 12,012,339 15,298,905 3,286,565 27.4
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