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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第3四半期 12,139 12.1 567 135.9 597 137.2 367 329.1
26年3月期第3四半期 10,825 △20.0 240 △63.9 252 △62.7 85 △77.3

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 519百万円 （141.9％） 26年3月期第3四半期 214百万円 （△47.5％）

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

27年3月期第3四半期 17.87 ―
26年3月期第3四半期 4.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 19,548 7,448 38.1
26年3月期 16,994 7,138 42.0
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 7,448百万円 26年3月期 7,138百万円

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

26年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
27年3月期 ― ― ―
27年3月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 17,300 11.4 638 6.9 650 7.3 360 19.4 17.49



(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 P.4「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）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 

(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、四半期連結財務諸表に
対するレビュー手続が実施中であります。 

※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前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資
料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」をご覧下さい。 
 

※ 注記事項

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 ： 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期3Q 20,600,000 株 26年3月期 20,600,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 19,778 株 26年3月期 19,766 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 20,580,228 株 26年3月期3Q 20,580,257 株
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１． 当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の積極的な金融政策や足元の株高等に支えられ、消

費増税後の落ち込みから持ち直しつつありますが、物価上昇に伴う実質所得低下の影響による個人消費の低迷

等により、景気回復の動きは鈍い状況で推移いたしました。 

 当社の業績にかかわる設備投資につきましては、企業収益の改善等を背景に設備投資意欲は堅調に推移いた

しました。 

 このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間における業績につきましては、受注高は17,206百万円と

前年同四半期に比べ 6,439百万円の増加（＋59.8％）、売上高は12,139百万円と前年同四半期に比べ 1,313百

万円の増加（＋12.1％）となりました。 

 損益面につきましては、当第３四半期連結累計期間の営業利益は 567百万円と前年同四半期に比べ 327百万

円の増加（＋ 135.9％）、経常利益は 597百万円と前年同四半期に比べ 345百万円の増加（＋ 137.2％）とな

り、その結果、四半期純利益は 367百万円と前年同四半期に比べ 282百万円の増加（＋ 329.1％）となりまし

た。 

 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

① エンジニアリング事業 

 エンジニアリング事業につきましては、国内外を問わず顧客が計画する設備投資において、単体機器およ

びプラントに関する当社の技術力・提案力を結集し、受注拡大に努めました。 

 その結果、受注高は 8,333百万円と前年同四半期に比べ 4,448百万円の増加（＋ 114.5％）となりました

が、売上高 3,527百万円と前年同四半期に比べ74百万円の減少（△ 2.1％）となり、セグメント損失（営業

損失） 195百万円（前年同四半期はセグメント損失（営業損失） 228百万円）となりました。 

 

② 化工機事業 

 化工機事業につきましては、業績改善を受け設備投資意欲の高まりつつある顧客のニーズに的確に対応す

る営業活動を展開し、受注の確保に努めました。 

 その結果、受注高は 5,477百万円と前年同四半期に比べ 742百万円の増加（＋15.7％）、売上高は 5,449

百万円と前年同四半期に比べ 429万円の増加（＋ 8.6％）となりましたが、セグメント利益（営業利益）は 

229百万円と前年同四半期に比べ 128百万円の減少（△35.8％）となりました。 
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③ エネルギー・環境事業 

 エネルギー・環境事業につきましては、原子力発電所の再稼働に向け、周辺装置の製作・保守・保全業務

の受注に注力いたしました。また、核燃料サイクル事業では、ＭＯＸ燃料製造施設稼働に向けて、品質確保、

工程遵守で当社の存在感を示し、関連業務の受注拡大に努めました。さらに、福島第一原子力発電所の汚染

水処理に必要な設備等の受注に努めました。 

 その結果、受注高は 3,394百万円と前年同四半期に比べ 1,248百万円の増加（＋58.2％）、売上高 3,163

百万円と前年同四半期に比べ 958百万円の増加（＋43.5％）となり、セグメント利益（営業利益）は 533百

万円と前年同四半期に比べ 422百万円の増加（＋ 381.2％）となりました。 

 

 なお、当社グループは、通常の営業形態として、年度末に完成する工事の割合が大きいため、各四半期の生

産、受注および販売の状況の間に著しい相違があり、四半期毎の業績に季節的変動があります。 

 

 

 

 

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成27年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成26年11月14日公表の業績予想から変更はありませ

ん。 
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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 

   該当事項はありません。 

 

 

（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 

 税金費用については、当第３四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。 

 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」と

いう。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。

以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に

掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直

し、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について退職給付の見込支払日までの平均期間

とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使

用する方法へ変更いたしました。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第

３四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰

余金に加減しております。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が 100百万円増加し、利益剰余金が64

百万円減少しております。また、当第３四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 0百万円増加しております。 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

 

 （継続企業の前提に関する注記） 

  該当事項はありません 

 

 

 （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日) 

  該当事項はありません 

 

 

 （セグメント情報等） 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日) 

・報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                           (単位：百万円) 

 

報告セグメント 

その他 合計 
調整額 
(注)１ 

四半期 
連結損益
計算書 
計上額 
(注)２ 

エンジニア 
リング事業 

化工機事業
エネルギー
・環境事業

計 

売上高   

 外部顧客への売上高 3,601 5,019 2,205 10,825 ― 10,825 ― 10,825

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
106 680 ― 787 ― 787 △787 ―

計 3,708 5,699 2,205 11,613 ― 11,613 △787 10,825

セグメント利益又は 

セグメント損失(△) 
△228 358 110 240 ― 240 ― 240

(注)１．調整額は以下の通りであります。 

     売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。 

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日) 

・報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                           (単位：百万円) 

 

報告セグメント 

その他 合計 
調整額 
(注)１ 

四半期 
連結損益
計算書 
計上額 
(注)２ 

エンジニア 
リング事業 

化工機事業
エネルギー
・環境事業

計 

売上高   

 外部顧客への売上高 3,527 5,449 3,163 12,139 ― 12,139 ― 12,139

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
31 165 ― 196 ― 196 △196 ―

計 3,558 5,614 3,163 12,335 ― 12,335 △196 12,139

セグメント利益又は 

セグメント損失(△) 
△195 229 533 567 ― 567 ― 567

(注)１．調整額は以下の通りであります。 

     売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。 

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 
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４．　補足情報
（受注、売上及び受注残の状況）

期　別

セグメント 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

（受注高）

エンジニアリング事業 3,885 36.1 8,333 48.4 4,424 31.9

化工機事業 4,735 44.0 5,477 31.9 6,548 47.1

  エネルギー・環境事業 2,146 19.9 3,394 19.7 2,922 21.0

合　計 10,766 100.0 17,206 100.0 13,895 100.0

（売上高）

エンジニアリング事業 3,601 33.3 3,527 29.0 5,299 34.1

化工機事業 5,019 46.3 5,449 44.9 6,909 44.5

  エネルギー・環境事業 2,205 20.4 3,163 26.1 3,322 21.4

合　計 10,825 100.0 12,139 100.0 15,531 100.0

（受注残高）

エンジニアリング事業 4,237 32.4 7,886 47.6 3,079 26.8

化工機事業 1,403 10.7 1,354 8.2 1,326 11.5

  エネルギー・環境事業 7,444 56.9 7,334 44.2 7,102 61.7

合　計 13,085 100.0 16,575 100.0 11,508 100.0

(注)　輸出状況 (前第３四半期連結累計期間) (当第３四半期連結累計期間) 　　　(前連結会計年度)
　輸出関係売上高(百万円、％) 1,518 14.0 1,248 10.3 2,640 17.0
　　エンジニアリング事業 1,410 13.0 1,180 9.7 2,460 15.8
　　エネルギー・環境事業 107 1.0 68 0.6 179 1.2

前連結会計年度
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

 前第３四半期連結累計期間  当第３四半期連結累計期間
自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日

自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日
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