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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 8,021 ― 235 ― 263 ― 89 ―
20年3月期第2四半期 7,428 7.4 155 8.6 191 10.7 78 10.9

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

21年3月期第2四半期 9.81 ―
20年3月期第2四半期 8.57 ―

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

21年3月期第2四半期 8,869 6,469 71.9 699.01
20年3月期 9,345 6,500 68.6 703.31

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,374百万円 20年3月期  6,413百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 16,000 3.5 750 3.4 800 3.4 360 10.5 39.48

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

※詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

※詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．上記に記載した予想数値は、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きましては、２ページ【定性的情報・財務諸表等】の「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  9,125,000株 20年3月期  9,125,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  6,199株 20年3月期  6,199株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  9,118,801株 20年3月期第2四半期  9,118,801株
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定性的情報・財務諸表等 

  

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、米国サブプライムローン問題の余波を受け、円高、株安、原材

料高、金融不安の四重苦に陥り、国内景気への影響が強まり、企業収益の悪化、設備投資の抑制及び雇用情勢の悪化

が鮮明になってまいりました。 

 このような状況の中、当社グループを取り巻く事業環境は大きく変化し、不透明感が拡大してまいりました。 

 メカトロ関連事業におきましては、主要顧客である半導体業界の業績低迷が顕著となり、業界全体の設備投資の抑

制などによる業績不振の影響も出てまいりましたが、以前から取り組んでおります新規顧客の開拓も進展し始め、ま

た、フィールドのみならず設計開発業務にも注力した結果、売上高は3,198百万円（前年同期比2.0%増）となりまし

た。ファシリティ関連事業におきましては、主要顧客である賃貸オフィスビル業界は、外資の引き上げや金融機関の

貸し渋りなどによる不動産業界の不振のあおりを受け、厳しい状況が継続しておりますが、各種設備工事の活発な受

注に加え、ホテルの運営管理受託が順調に推移した結果、売上高は3,628百万円（前年同期比14.7%増）となりまし

た。また、コンテンツサービス事業におきましては、主力のホール部門、イベント部門とも運営管理受託が堅調に推

移し、売上高は1,194百万円（前年同期比25.9%増）となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は8,021百万円（前年同期比10.7%増）、営業利益は235百万円

（前年同期比50.9%増）、経常利益は263百万円（前年同期比37.9%増）、四半期純利益は89百万円（前年同期比14.5%

増）となりました。 

 なお、前年同期比増減率は参考として記載しております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産合計は8,869百万円となり、前連結会計年度末に比べ475百万円減少いたし

 ました。流動資産は4,941百万円となり、344百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の476百万円の 

 減少及び受取手形及び売掛金の101百万円の増加等であります。固定資産は3,928百万円となり、130百万円減少い 

 たしました。主な要因は、投資有価証券の110百万円の減少等であります。 

  当第２四半期連結会計期間末の負債合計は2,400百万円となり、前連結会計年度末に比べ444百万円減少いたしま

 した。主な要因は、買掛金の331百万円の減少及び未払法人税等の91百万円の減少等であります。 

  当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は6,469百万円となり、前連結会計年度末に比べ31百万円減少いたし 

 ました。主な要因は、配当金の支払い91百万円、四半期純利益89百万円の計上及びその他有価証券評価差額金の37

 百万円の減少等であります。 

（２）キャッシュ・フロー 

  当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末

 に比べ477百万円減少し、2,405百万円となりました。 

  営業活動の結果、使用した資金は326百万円となり、これは主に税金等調整前四半期純利益221百万円、売上債権

 の増加額101百万円、仕入債務の減少額331百万円及び法人税等の支払額216百万円等によるものであります。 

  投資活動の結果、使用した資金は52百万円となり、これは主に有形固定資産の取得による支出57百万円等による

 ものであります。 

  財務活動の結果、使用した資金は97百万円となり、これは主に配当金の支払額91百万円等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 

 当第２四半期連結累計期間における業績は、概ね平成20年８月１日に修正公表いたしました予想どおり推移してお

り、今後の業界動向を踏まえて検討いたしました結果、平成20年５月８日に公表いたしました通期の連結業績予想に

ついて変更はございません。 

 なお、上記の業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、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。  
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４．その他 

（１）期中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） 

該当事項はありません。  

（２）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 

①簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 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）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 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 たな卸資産については、従来、主として最終仕入原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間よ

り「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、

主として最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）により算定し

ております。 

 この変更による当第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に与える影響

額は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,469,735 2,946,670

受取手形及び売掛金 2,093,362 1,992,260

原材料 5,732 4,479

仕掛品 28,899 22,018

未成工事支出金 43,776 49,847

貯蔵品 27,720 27,979

その他 294,501 247,639

貸倒引当金 △22,219 △4,460

流動資産合計 4,941,509 5,286,435

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,131,265 1,125,435

土地 1,087,070 1,087,070

その他（純額） 76,611 73,155

有形固定資産合計 2,294,947 2,285,661

無形固定資産   

のれん 190,686 238,277

その他 58,897 59,538

無形固定資産合計 249,583 297,816

投資その他の資産   

投資有価証券 495,324 605,968

差入保証金 466,886 469,844

その他 449,564 423,914

貸倒引当金 △28,050 △24,475

投資その他の資産合計 1,383,724 1,475,252

固定資産合計 3,928,255 4,058,730

資産合計 8,869,764 9,345,165
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 449,000 780,102

短期借入金 43,500 50,000

未払法人税等 143,305 235,060

賞与引当金 413,435 391,230

その他 558,999 643,747

流動負債合計 1,608,241 2,100,140

固定負債   

退職給付引当金 594,923 580,398

役員退職慰労引当金 44,523 45,633

長期預り保証金 152,666 118,366

固定負債合計 792,112 744,398

負債合計 2,400,353 2,844,538

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 4,364,324 4,366,058

自己株式 △3,099 △3,099

株主資本合計 6,299,849 6,301,583

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 74,316 111,772

評価・換算差額等合計 74,316 111,772

少数株主持分 95,244 87,271

純資産合計 6,469,411 6,500,627

負債純資産合計 8,869,764 9,345,165

㈱マイスターエンジニアリング　（4695）　平成21年3月期　第2四半期決算短信

- 5 -

01000716
スタンプ



（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 8,021,304

売上原価 6,580,587

売上総利益 1,440,717

販売費及び一般管理費 1,205,529

営業利益 235,187

営業外収益  

受取利息 2,245

受取配当金 3,751

受取補償金 5,796

助成金収入 13,565

匿名組合投資利益 7,090

その他 6,712

営業外収益合計 39,161

営業外費用  

支払利息 2,352

支払補償費 5,542

匿名組合投資損失 1,788

その他 711

営業外費用合計 10,394

経常利益 263,954

特別損失  

投資有価証券評価損 42,800

特別損失合計 42,800

税金等調整前四半期純利益 221,154

法人税等合計 123,726

少数株主利益 7,973

四半期純利益 89,454
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 221,154

のれん償却額 47,591

減価償却費 53,624

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,205

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,524

その他の引当金の増減額（△は減少） 20,224

受取利息及び受取配当金 △5,996

支払利息 2,352

投資有価証券評価損 42,800

売上債権の増減額（△は増加） △101,102

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,803

仕入債務の増減額（△は減少） △331,101

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,915

預り保証金の増減額（△は減少） 34,299

その他の資産の増減額（△は増加） △50,390

その他の負債の増減額（△は減少） △36,465

その他 5,707

小計 △113,290

利息及び配当金の受取額 5,999

利息の支払額 △2,352

法人税等の支払額 △216,739

営業活動によるキャッシュ・フロー △326,383

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 △88

有形固定資産の取得による支出 △57,781

差入保証金の差入による支出 △6,693

その他 11,584

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,979

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） △6,500

配当金の支払額 △91,188

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,688

現金及び現金同等物に係る換算差額 27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △477,022

現金及び現金同等物の期首残高 2,882,286

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,405,263
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）      （単位：千円） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、市場の類似性により区分しております。 

２. 会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  「定性的情報・財務諸表等」４.（３）②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の 

 評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更によ 

 る当第２四半期連結累計期間の営業利益に与える影響額は軽微であります。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）において、本邦以外の国又は地

域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）においては、連結売上高の10％

未満であるため、海外売上高の記載は省略しております。 

  

（６）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。 

 
メカトロ 
関連事業 

ファシリテ
ィ関連事業 

コンテンツ
サービス 
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 3,198,647 3,628,004 1,194,652 8,021,304 － 8,021,304 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 447 12,294 12,741 (12,741) － 

計 3,198,647 3,628,451 1,206,947 8,034,046 (12,741) 8,021,304 

営業利益 221,215 75,109 83,606 379,931 (144,743) 235,187 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   7,248,087 100.0 

Ⅱ 売上原価   5,982,971 82.5 

売上総利益   1,265,115 17.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,109,221 15.3 

営業利益   155,894 2.2 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 1,976     

２．受取配当金 5,323     

３．企業誘致助成金 10,601     

４．雇用開発助成金等  4,245     

５．賠償責任保険収入  2,470     

６．匿名組合投資利益  8,508     

７．雑収入  8,323 41,449 0.6 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 2,161     

２．賠償責任補償費 304     

３．匿名組合投資損失  2,260     

４．雑損失 1,230 5,956 0.1 

経常利益   191,386 2.7 

Ⅵ 特別利益       

 投資有価証券売却益 14,816 14,816 0.2 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損 9,516     

２．投資有価証券評価損 7,197 16,713 0.2 

税金等調整前中間純利益   189,488 2.7 

法人税、住民税及び事業
税 

105,278     

法人税等調整額 4,197 109,476 1.5 

少数株主利益   1,881 0.0 

中間純利益   78,130 1.2 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

税金等調整前中間純利益 189,488 

のれん償却額  33,032 

減価償却費  48,673 

賞与引当金の増加額又は
減少額  

33,121 

退職給付引当金の増加額
又は減少額  

6,418 

その他の引当金の増加額
又は減少額  

△13,108 

受取利息及び受取配当金  △7,300 

支払利息  2,161 

売上債権の増加額又は減
少額  

269,873 

たな卸資産の増加額又は
減少額  

△61,194 

仕入債務の増加額又は減
少額  

△201,316 

未払消費税等の増加額又
は減少額  

△41,600 

その他の資産の増加額又
は減少額  

△27,683 

その他の負債の増加額又
は減少額  

△67,465 

その他  5,589 

小計 168,690 

利益及び配当金の受取額 7,303 

利息の支払額 △2,161 

法人税等の支払額 △183,369 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△9,537 
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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 

△52 

定期預金の払戻しによる
収入  

4,591 

有形固定資産の取得によ
る支出  

△59,207 

差入保証金の支払による
支出  

△8,628 

新規連結子会社株式の取
得による支出  

△127,268 

その他の投資の取得によ
る支出  

△575 

その他 35,170 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△155,970 

Ⅲ 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  △120,000 

配当金の支払額  △91,188 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△211,188 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

4 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額又は減少額 

△376,691 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

2,374,882 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

1,998,190 
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）         （単位：千円） 

 
メカトロ 
関連事業 

ファシリテ 
ィ関連事業 

コンテンツ 
サービス事業

計 消去又は全社 連結 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 3,136,922 3,162,532 948,631 7,248,087 － 7,248,087 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 1,091 13,264 14,355 (14,355) － 

計 3,136,922 3,163,624 961,896 7,262,443 (14,355) 7,248,087 

営業費用 2,875,421 3,101,263 986,996 6,963,682 128,511 7,092,193 

営業利益 261,501 62,360 (25,100) 298,761 (142,866) 155,894 
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