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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第2四半期 44,446 3.6 3,012 8.8 2,855 △2.2 1,613 △6.2
27年3月期第2四半期 42,881 6.1 2,768 3.3 2,919 4.5 1,719 14.7

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 1,644百万円 （△19.5％） 27年3月期第2四半期 2,044百万円 （9.0％）

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

28年3月期第2四半期 34.91 ―
27年3月期第2四半期 37.20 ―

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

28年3月期第2四半期 71,586 35,683 49.1 760.22
27年3月期 69,180 35,428 50.5 755.75
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 35,143百万円 27年3月期 34,937百万円

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

27年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
28年3月期 ― 0.00
28年3月期（予想） ― 30.00 30.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 親会社株主に帰属する
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 90,000 5.6 5,200 12.4 5,300 4.7 3,200 6.4 69.22



(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きの対象外であり、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き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 
・本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、実際の数値は、
今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

※ 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） 28年3月期2Q 46,310,892 株 27年3月期 46,310,892 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 82,457 株 27年3月期 82,038 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 46,228,646 株 27年3月期2Q 46,229,423 株
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1. 当四半期の連結業績等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 
 

当第 2 四半期連結累計期間（平成 27 年 4 月 1 日～平成 27 年 9 月 30 日）におけるわが国経済は、輸
出や生産面に新興国経済の減速の影響がみられるものの、緩やかな回復基調が続きました。雇用・所得環境の
着実な改善を背景として個人消費も底堅く推移し、設備投資についても緩やかな増加傾向にありました。 

海外経済は、先進国を中心として全体的に緩やかな成長が続いたものの、ギリシャ情勢、中国経済の減速、
その他新興国の経済成長の鈍化などの影響により、引き続き不透明な状況にありました。 

当社グループを取り巻く事業環境につきましては、主要顧客である石油業界では、国内石油市場の将来的な
縮小を見据えた石油元売りの再編が具体化するとともに、事業基盤強化のために電力事業へ新規参入するなど、
事業の多角化に向けた取り組みを進展させています。 

一方、石油化学業界につきましては、基礎原料を生産するエチレン設備の統廃合を進めておりますが、原油
安や高機能製品の海外向け製品の輸出の伸びにより、業績は改善傾向にあります。 

石油・石油化学業界全体としては、石油業界における「エネルギー供給構造高度化法」の新判断基準への対
応や石油化学業界における国際競争の激化と将来的な国内需要の減少などの影響により、引き続きメンテナン
ス投資や設備投資に対しては強弱をつけた対応が行われています。 
このような中、当社グループにおいては、前期よりも増加すると見込んでいた定期修理工事の量的規模が想

定よりも縮小となった一方、プラントの老朽化・事故防止・安定稼働などの観点からのプラント強靭化対策工
事、精製能力の削減や設備廃止に伴う改造･改修工事、コンビナート連携による新投資工事、競争力のある製品
生産のための新規プラント建設工事が堅調に推移しました。また、収益面におきましては、材料費、人件費、
外注加工費などのコスト上昇に対し、作業効率の向上などによるコスト低減や間接費および一般管理費の圧縮
に継続的に努めてまいりました。 

以上の結果、当第 2 四半期連結累計期間における業績につきましては、受注高は前年同期比 11.7％増の 481
億 4 千 3 百万円となり、完成工事高は前年同期比 3.6%増の 444 億 4 千 6 百万円となりました。また、営業利
益は 30 億 1 千 2 百万円（前年同期比 8.8％増）、経常利益は 28 億 5 千 5 百万円（前年同期比 2.2％減）、親会社
株主に帰属する四半期純利益は 16 億 1 千 3 百万円（前年同期比 6.2％減）となっております。 

 
受注高の工事種類別内訳 
 
 
 
 
 
 
 
 
完成工事高の工事種類別内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※その他は、不動産の賃貸、保険代理店業務などであります。 

（単位：百万円）

平成27年3月期 平成28年3月期

第2四半期 第2四半期

日常保全工事 10,168 11,426 1,258 12.4%

定期修理工事 17,507 15,043 △2,463 △14.1%

改造･改修工事 11,774 12,529 754 6.4%

新規設備工事 3,656 9,143 5,487 150.1%

43,106 48,143 5,036 11.7%

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業

合 計

受　注　高 前年比 増減率

（単位：百万円）

平成27年3月期 平成28年3月期

第2四半期 第2四半期

日常保全工事 9,644 10,695 1,051 10.9%

定期修理工事 21,140 19,035 △2,104 △10.0%

改造･改修工事 9,467 10,081 614 6.5%

新規設備工事 2,524 4,573 2,049 81.2%

105 60 △45 △43.1%

42,881 44,446 1,564 3.6%

その他

合 計

完成工事高 前年比 増減率

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 
 

当第 2 四半期連結会計期間末の資産合計は、715 億 8 千 6 百万円で前連結会計年度末より 24 億 5 百万円増加
しました。これは、受取手形及び完成工事未収入金が 58 億 2 千 5 百万円増加する一方、現金及び預金が 29 億
5 千万円減少したこと等によるものです。 
負債合計は、359 億 2 百万円で前連結会計年度末より、21 億 5 千万円増加しました。これは、支払手形・工

事未払金が 40 億 1 千 8 百万円増加する一方、未払法人税等が 5 億 2 千 7 百万円、未成工事受入金が 3 億 9 千
万円減少したこと等によるものです。 
純資産は、356 億 8 千 3 百万円で前連結会計年度末より、2 億 5 千 5 百万円増加しました。これは、利益剰

余金が 2 億 2 千 6 百万円、為替換算調整勘定が 1 億 5 千 5 百万円増加する一方、その他有価証券評価差額金が
2 億 1 千 5 百万円減少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 28 年 3 月期の業績予想につきましては、平成 27 年 5 月 8 日に公表しました「平成 27 年 3 月期 決算短
信」における業績予想に変更はありません。 
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2. サマリー情報(その他)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 
 

該当事項はありません。 
 
(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） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年９月 13 日）、「連結財務諸表に関する会計
基準」（企業会計基準第 22 号 平成 25 年９月 13 日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第
７号 平成 25 年９月 13 日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少
数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２
四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行って
おります。 
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,325,954 14,375,179

受取手形・完成工事未収入金 24,284,188 30,109,362

有価証券 2,999,763 2,999,815

未成工事支出金 7,375,514 7,060,577

繰延税金資産 625,482 554,924

その他 491,499 523,567

貸倒引当金 △12,828 △28,847

流動資産合計 53,089,573 55,594,579

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,164,507 2,949,270

土地 7,363,696 7,524,167

その他（純額） 793,729 782,041

有形固定資産合計 11,321,933 11,255,479

無形固定資産 189,282 167,839

投資その他の資産

投資有価証券 4,331,931 4,210,548

長期前払費用 11,235 9,677

繰延税金資産 53,012 155,779

その他 249,862 254,508

貸倒引当金 △66,788 △62,394

投資その他の資産合計 4,579,253 4,568,119

固定資産合計 16,090,470 15,991,439

資産合計 69,180,044 71,586,018
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 24,333,316 28,351,536

短期借入金 486,888 494,472

未払法人税等 1,597,524 1,069,893

未成工事受入金 1,814,737 1,424,278

工事損失引当金 61,300 －

完成工事補償引当金 30,100 18,900

賞与引当金 821,940 850,963

役員賞与引当金 3,200 1,800

その他 2,649,509 1,776,974

流動負債合計 31,798,516 33,988,818

固定負債

長期借入金 209,774 187,122

繰延税金負債 64,485 13,916

役員退職慰労引当金 63,520 62,172

退職給付に係る負債 1,424,827 1,458,139

その他 190,862 192,311

固定負債合計 1,953,469 1,913,662

負債合計 33,751,986 35,902,480

純資産の部

株主資本

資本金 2,754,473 2,754,473

資本剰余金 1,688,884 1,688,884

利益剰余金 29,866,033 30,092,961

自己株式 △38,386 △38,821

株主資本合計 34,271,004 34,497,497

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 911,282 696,161

為替換算調整勘定 △234,416 △78,697

退職給付に係る調整累計額 △10,547 29,029

その他の包括利益累計額合計 666,318 646,492

非支配株主持分 490,734 539,547

純資産合計 35,428,057 35,683,537

負債純資産合計 69,180,044 71,586,018
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

完成工事高 42,881,610 44,446,484

完成工事原価 38,183,279 39,603,884

完成工事総利益 4,698,331 4,842,599

販売費及び一般管理費 1,929,719 1,829,885

営業利益 2,768,611 3,012,714

営業外収益

受取利息 3,264 4,506

受取配当金 46,791 45,869

受取賃貸料 79,798 76,910

為替差益 82,314 －

その他 38,901 13,547

営業外収益合計 251,071 140,833

営業外費用

支払利息 7,231 9,248

売上割引 54,312 46,632

為替差損 － 210,353

その他 38,601 31,496

営業外費用合計 100,145 297,729

経常利益 2,919,537 2,855,817

特別利益

固定資産売却益 254 199

投資有価証券売却益 51,263 －

特別利益合計 51,518 199

特別損失

固定資産売却損 279 －

固定資産除却損 1,406 336

減損損失 － 135,503

ゴルフ会員権評価損 － 1,050

特別損失合計 1,685 136,889

税金等調整前四半期純利益 2,969,370 2,719,128

法人税、住民税及び事業税 1,418,244 1,046,664

法人税等調整額 △183,698 6,169

法人税等合計 1,234,545 1,052,833

四半期純利益 1,734,825 1,666,294

非支配株主に帰属する四半期純利益 15,088 52,500

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,719,736 1,613,793
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 1,734,825 1,666,294

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 107,070 △216,808

為替換算調整勘定 △62,394 155,718

退職給付に係る調整額 264,787 39,576

その他の包括利益合計 309,463 △21,513

四半期包括利益 2,044,288 1,644,780

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,028,915 1,593,967

非支配株主に係る四半期包括利益 15,373 50,813
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,969,370 2,719,128

減価償却費 231,159 210,333

減損損失 － 135,503

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,760 11,625

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,900 △11,200

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △61,300

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,107 29,022

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,800 △1,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 443,853 91,933

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △80,880 △1,347

受取利息及び受取配当金 △50,055 △50,375

支払利息及び手形売却損 7,231 9,248

為替差損益（△は益） △67,984 171,009

固定資産売却損益（△は益） 24 △199

投資有価証券売却損益（△は益） △51,263 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,050

固定資産除却損 1,406 336

売上債権の増減額（△は増加） △7,222,165 △5,822,121

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,989,703 310,399

仕入債務の増減額（△は減少） 8,422,457 4,019,603

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,222,379 △391,237

未払消費税等の増減額（△は減少） 186,840 △801,814

その他 105,831 △159,335

小計 4,160,469 408,860

利息及び配当金の受取額 50,055 50,375

利息の支払額 △7,231 △9,248

法人税等の支払額 △777,891 △1,505,785

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,425,402 △1,055,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金の預入による支出 △132,572 △52,770

長期性預金の払戻による収入 5,500 54,257

有形及び無形固定資産の取得による支出 △191,960 △275,331

有形及び無形固定資産の売却による収入 73,854 200

投資有価証券の取得による支出 △3,069 △202,879

投資有価証券の売却及び償還による収入 177,656 －

貸付けによる支出 △150 △150

貸付金の回収による収入 460 500

その他 △4,823 △6,457

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,105 △482,631
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,000 10,000

長期借入金の返済による支出 △29,481 △25,068

自己株式の取得による支出 △147 △435

配当金の支払額 △1,383,381 △1,383,291

非支配株主への配当金の支払額 △2,000 △2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,419,010 △1,400,794

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,589 △10,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,936,876 △2,949,234

現金及び現金同等物の期首残高 12,260,340 20,203,667

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,197,217 17,254,432
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（４）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） 

   該当事項はありません。 
 
（セグメント情報等） 

  【セグメント情報】 
   前第 2 四半期連結累計期間（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 9 月 30 日） 
   当連結グループは、報告セグメントがエンジニアリング業のみであり、当連結グループの

業績における「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」

は不動産の賃貸、保険代理店業務などであります。 
 
   当第 2 四半期連結累計期間（自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 9 月 30 日） 
   当連結グループは、報告セグメントがエンジニアリング業のみであり、当連結グループの

業績における「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」

は不動産の賃貸、保険代理店業務などであります。 
 
 

新興プランテック(株)（6379）平成28年3月期第2四半期決算短信

－11－




