
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年７月30日

上場会社名 株式会社 マイスターエンジニアリング 上場取引所  東 

コード番号 4695  ＵＲＬ  http://www.mystar.co.jp 

代表者          （役職名） 取締役社長 （氏名）菊地 幸雄 

問合せ先責任者  （役職名） 財務経理部長 （氏名）田谷 徳人 （ＴＥＬ）  03（5487）8211 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月10日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 ・無     

四半期決算説明会開催の有無    ： 有 ・ 無       

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,287  △2.8  90  607.6  119  9.5  36  84.2

22年３月期第１四半期  3,380  △13.0  12  △86.7  108  △2.6  19  △49.4

  
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 

23年３月期第１四半期  4  03  －      

22年３月期第１四半期  2  19  －      

  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 

23年３月期第１四半期  8,679  6,403  72.9  693  85

22年３月期  8,745  6,474  73.2  702  32

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 6,327百万円 22年３月期 6,404百万円

  
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 

22年３月期  －        0 00 －      10 00  10  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  5 00 －      10 00  15  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有・無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  6,550  △2.9  100  112.0  150  △35.5  70  △26.7  7  68

通期  14,000  4.0  450  145.2  500  2.7  250  154.8  27  42

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有・無
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４．その他（詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧下さい） 

  新規     －   社                         、除外     －   社  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

    （注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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説明 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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報告書のレビュー手続を実施中です。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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

提となる仮定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】P.2「１.当四半期の連結業績

等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」をご覧下さい。   

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 有・無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有・無

② ①以外の変更        ： 有・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 9,125,000株 22年３月期 9,125,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 6,199株 22年３月期 6,199株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 9,118,801株 22年３月期１Ｑ 9,118,801株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とする海外経済の改善に伴う輸出や生産が持ち

直しており、企業収益の改善による設備投資の下げ止まりなど、緩やかな回復基調に転じておりますが、雇用情勢

や個人消費等の回復が鈍く、また欧州を中心とする金融不安による企業収益への悪影響が懸念されるなど、依然と

して厳しい状況が続いております。  

 このような状況の下、当社グループを取り巻く事業環境は、引き続き厳しい状況にありますが、新しいビジネス

モデルである、メカトロ関連事業における、装置の設計から製造・メンテナンスまでの「ワンストップエンジニア

リングサービス」、ファシリティ関連事業における、建物のプロパティマネジメントからビルメンテナンスまでの

「ワンストップサービス」の提供に注力し、また、コスト管理の徹底を図りました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,287百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益は90百万円

（前年同期比607.6％増）、経常利益は119百万円（前年同期比9.5％増）、四半期純利益は 36百万円（前年同期比

84.2％増）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産合計は 8,679百万円となり、前連結会計年度末に比べ65百万円減少いた

 しました。流動資産は5,178百万円となり、前連結会計年度末に比べ62百万円減少いたしました。主な要因は、 

 現金及び預金の27百万円の減少及び受取手形及び売掛金の26百万円の減少等であります。固定資産は 3,501百万

 円となり、前連結会計年度末に比べ 2百万円減少いたしました。主な要因は、のれんの10百万円の減少等であり

 ます。 

  当第１四半期連結会計期間末の負債合計は2,276百万円となり、前連結会計年度末に比べ4百万円増加いたしま

 した。主な要因は、未払法人税等の55百万円の減少、賞与引当金の94百万円の減少及び資産除去債務の32百万円

 の増加等であります。 

  当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は 6,403百万円となり、前連結会計年度末に比べ70百万円減少いた

 しました。主な要因は、利益剰余金の54百万円の減少及びその他有価証券評価差額金の22百万円の減少等であり

 ます。 

② キャッシュ・フロー 

  当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

 べ52百万円増加し、2,986百万円となりました。 

  当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は103百万円（前年同期比105.4％増）となりました。これは主に税金等調整前四

 半期純利益99百万円、減価償却費32百万円、賞与引当金の減少額94百万円、売上債権の減少額26百万円、未払消

 費税の増加額28百万円及び法人税等の支払額98百万円等によるものであります。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果得られた資金は52百万円（前年同期は 0百万円の獲得）となりました。これは主に定期預金の

 預入による支出100百万円、定期預金の払戻による収入180百万円及び関係会社株式の取得による支出15百万円に

 よるものであります。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は103百万円（前年同期比1.9％減）となりました。これはリース債務の返済によ

 る支出11百万円及び配当金の支払額91百万円によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、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。なお、現時点での第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成22

年５月12日に公表いたしました数値に変更はございません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

㈱マイスターエンジニアリング （4695） 平成23年3月期 第1四半期決算短信

- 2 -



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理）  

     ① 固定資産の減価償却費の算定方法 

       固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

     年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

     ② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

       繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

      生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

      プランニングを利用する方法によっております。 

  

（特有の会計処理） 

   税金費用については、当第１四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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理の原則・手続の変更） 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第 18号 平成20年３月31

 日) 及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日)を適

 用しております。これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ 841千円減少しており、税金等調整前四半期純利

 益は15,452千円減少しております。 

  

（表示方法の変更） 

 ① 「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20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

  語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

  適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

  す。  

 ② 「破産更生債権等」は、前第１四半期連結会計期間において、投資その他の資産の「その他」に含めて表示

  しておりましたが、当第１四半期連結会計期間において、金額的重要性が増したため区分掲記しております。

   なお、前第１四半期連結会計期間の「破産更生債権等」は46,288千円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

２．その他の情報
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,141,042 3,168,409

受取手形及び売掛金 1,681,066 1,707,103

未成工事支出金 68,326 51,684

仕掛品 20,131 15,809

原材料及び貯蔵品 17,990 16,395

その他 284,151 314,067

貸倒引当金 △33,956 △31,864

流動資産合計 5,178,753 5,241,605

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,036,789 1,029,790

土地 1,087,070 1,087,070

その他（純額） 99,348 100,766

有形固定資産合計 2,223,207 2,217,627

無形固定資産   

のれん 90,995 101,914

その他 68,156 78,628

無形固定資産合計 159,151 180,542

投資その他の資産   

投資有価証券 357,671 380,666

差入保証金 182,687 164,496

破産更生債権等 306,495 307,576

その他 478,539 460,453

貸倒引当金 △206,522 △207,807

投資その他の資産合計 1,118,872 1,105,384

固定資産合計 3,501,231 3,503,554

資産合計 8,679,984 8,745,160
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 516,230 514,648

短期借入金 42,000 42,000

未払法人税等 48,735 104,652

賞与引当金 177,432 271,962

その他 627,618 506,157

流動負債合計 1,412,016 1,439,420

固定負債   

退職給付引当金 607,502 602,934

役員退職慰労引当金 57,849 59,307

資産除去債務 32,518 －

長期預り保証金 113,007 114,650

その他 53,113 54,844

固定負債合計 863,990 831,736

負債合計 2,276,007 2,271,156

純資産の部   

株主資本   

資本金 981,662 981,662

資本剰余金 956,962 956,962

利益剰余金 4,355,260 4,409,686

自己株式 △3,099 △3,099

株主資本合計 6,290,785 6,345,211

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,263 59,065

評価・換算差額等合計 36,263 59,065

少数株主持分 76,927 69,726

純資産合計 6,403,976 6,474,003

負債純資産合計 8,679,984 8,745,160
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,380,986 3,287,595

売上原価 2,859,622 2,733,433

売上総利益 521,364 554,162

販売費及び一般管理費 508,620 463,991

営業利益 12,743 90,170

営業外収益   

受取利息 731 301

受取配当金 688 1,014

助成金収入 72,624 28,393

匿名組合投資利益 5,297 －

その他 17,651 6,937

営業外収益合計 96,993 36,646

営業外費用   

支払利息 681 1,654

匿名組合投資損失 － 4,415

その他 301 1,615

営業外費用合計 983 7,686

経常利益 108,754 119,130

特別損失   

減損損失 13,674 4,956

事務所移転費用 26,540 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,610

特別損失合計 40,215 19,566

税金等調整前四半期純利益 68,539 99,564

法人税等 53,970 55,601

少数株主損益調整前四半期純利益 － 43,963

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,385 7,201

四半期純利益 19,954 36,761
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 68,539 99,564

のれん償却額 10,919 10,919

減価償却費 33,778 32,643

減損損失 13,674 4,956

移転費用 26,540 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,610

賞与引当金の増減額（△は減少） △121,124 △94,529

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,221 4,567

その他の引当金の増減額（△は減少） 12,494 △651

受取利息及び受取配当金 △1,420 △1,316

支払利息 681 1,654

売上債権の増減額（△は増加） 177,977 26,037

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,940 △22,559

仕入債務の増減額（△は減少） △51,457 1,581

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,746 28,746

その他の資産の増減額（△は増加） △87,898 24,344

その他の負債の増減額（△は減少） 44,482 83,092

その他 1,008 △10,911

小計 142,224 202,750

利息及び配当金の受取額 1,420 1,316

利息の支払額 △681 △1,654

法人税等の支払額 △92,577 △98,928

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,384 103,483

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △80,012 △100,203

定期預金の払戻による収入 80,063 180,203

関係会社株式の取得による支出 － △15,000

有形固定資産の取得による支出 － △6,000

投資有価証券の取得による支出 △4,954 －

差入保証金の差入による支出 △1,229 △10,953

その他 7,002 4,147

投資活動によるキャッシュ・フロー 871 52,194

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △13,846 △11,856

配当金の支払額 △91,188 △91,188

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,034 △103,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,778 52,633

現金及び現金同等物の期首残高 2,556,219 2,934,151

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,502,440 2,986,785
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  該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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