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

21年3月期第3四半期 111,261 ― 8,264 ― 8,129 ― 4,441 ―

20年3月期第3四半期 112,586 ― 7,493 ― 7,173 ― 4,499 ―

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3四半期 56.61 ―

20年3月期第3四半期 57.35 ―

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3四半期 120,141 35,042 27.9 427.59
20年3月期 110,016 31,582 27.5 385.86

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  33,540百万円 20年3月期  30,268百万円

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 ― ― ― 9.00 9.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 9.00 9.00

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 152,000 △5.5 10,500 △11.0 10,200 △9.8 5,400 △19.2 68.84

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  無  

(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） 

（注）詳細は２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想等の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結
果となる可能性があります。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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3四半期  78,465,113株 20年3月期  78,465,113株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  24,461株 20年3月期  21,143株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  78,442,775株 20年3月期第3四半期  78,446,594株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アメリカに端を発する金融危機を背景とした世界同

時不況ともいえる急激な景気悪化の影響を受け、輸出・生産が大幅に減少し、企業収益も急速に悪化して

おります。当企業集団と関係の深い鉄鋼業界におきましても、需要の急速な冷え込みにより鉄鋼各社は大

幅な減産を余儀なくされており、先行き不透明感が一段と強まっております。 

 このような環境のもと、鉄鋼関連分野へ経営資源を集中している当企業集団は、採算重視の徹底と一層

のコスト削減の推進を図り、全社一丸となって通期業績目標達成に向けて邁進した結果、当第３四半期連

結累計期間の業績は、売上高111,261百万円（前第３四半期連結累計期間比1.2％減）、営業利益8,264百

万円（同10.3％増）、経常利益8,129百万円（同13.3％増）、四半期純利益4,441百万円（同1.3％減）と

なりました。 

 なお、前第３四半期連結累計期間比は参考として記載しております。 

  

当第３四半期連結会計期間末の連結総資産は、前連結会計年度末と比較して、未成工事支出金の増加

（7,187百万円）等により、前連結会計年度末110,016百万円から10,125百万円増加し、120,141百万円と

なりました。 

 負債は仕入債務の増加（3,727百万円）、及び有利子負債の増加（2,747百万円）等により、前連結会計

年度末78,433百万円から6,664百万円増加し、85,098百万円となりました。 

 純資産は、配当による705百万円の減少があったものの、四半期純利益4,441百万円等により、前連結会

計年度末31,582百万円から3,460百万円増加し、35,042百万円となりました。 

 キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが982百万円の収入となった

ものの、設備投資（3,000百万円）、及び現金配当を行った結果、当企業集団の有利子負債残高は19,463

百万円（前連結会計年度末比2,747百万円増加）となりました。 

  

今後の見通しといたしましては、粗鋼生産の減少による影響が懸念されるものの、現時点において業績

予想（平成20年11月11日発表）の変更はありません。 

  通期の連結業績予想は、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 
  
  

該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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。 

【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

２. 連結財政状態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

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益

当期(予想) 152,000 10,500 10,200 5,400

前   期 160,925 11,795 11,305 6,686

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)

(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

(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
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② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、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)が適用されたことに

伴い、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切下げの方法)により算定してお

ります。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益

及び経常利益が29百万円、税金等調整前四半期純利益が340百万円それぞれ減少しております。 

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会計期間から早期適

用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

(借手側) 

 リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用し

ております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間のリース資産が有形固定資産に433百万円、無形固定資産に48

百万円それぞれ計上されております。また、損益に与える影響はありません。 

(貸手側) 

 ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を

計上する方法によっております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間のリース投資資産が流動資産に17百万円計上されております。

また、損益に与える影響は軽微であります。 
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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   

現金預金 6,648 6,246

受取手形・完成工事未収入金等 34,295 34,345

未成工事支出金 26,337 19,150

材料貯蔵品 2,795 2,555

その他のたな卸資産 1,732 2,055

その他 7,104 4,989

貸倒引当金 △56 △132

流動資産合計 78,856 69,210

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 22,799 22,500

機械、運搬具及び工具器具備品 41,019 42,229

土地 16,779 16,406

その他 1,961 614

減価償却累計額 △49,428 △49,883

有形固定資産合計 33,130 31,867

無形固定資産 428 438

投資その他の資産   

投資有価証券 1,895 2,797

その他 7,870 7,817

貸倒引当金 △2,040 △2,115

投資その他の資産合計 7,724 8,499

固定資産合計 41,284 40,805

資産合計 120,141 110,016

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 36,971 33,243

短期借入金 16,861 7,228

未払法人税等 1,516 563

未成工事受入金 2,995 4,283

賞与引当金 1,694 927

完成工事補償引当金 810 467

工事損失引当金 64 842

その他 4,946 4,594

流動負債合計 65,860 52,150

固定負債   

長期借入金 2,601 9,487

退職給付引当金 12,550 12,927

役員退職慰労引当金 64 97

その他 4,021 3,771

固定負債合計 19,238 26,283

負債合計 85,098 78,433
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,468 5,468

資本剰余金 1,873 1,873

利益剰余金 21,837 18,126

自己株式 △8 △7

株主資本合計 29,171 25,460

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 296 758

土地再評価差額金 4,072 4,049

評価・換算差額等合計 4,369 4,807

少数株主持分 1,501 1,314

純資産合計 35,042 31,582

負債純資産合計 120,141 110,016
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 (2)四半期連結損益計算書 
  第３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 111,261

売上原価 96,402

売上総利益 14,858

販売費及び一般管理費 6,594

営業利益 8,264

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 49

受取補償金 123

雑収入 126

営業外収益合計 302

営業外費用  

支払利息 214

売上債権売却損 104

雑支出 117

営業外費用合計 437

経常利益 8,129

特別利益  

事業譲渡益 36

貸倒引当金戻入額 60

その他 8

特別利益合計 106

特別損失  

たな卸資産評価損 310

その他 129

特別損失合計 440

税金等調整前四半期純利益 7,795

法人税、住民税及び事業税 2,490

法人税等調整額 647

法人税等合計 3,138

少数株主利益 215

四半期純利益 4,441
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 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31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 7,795

減価償却費 2,100

貸倒引当金の増減額（△は減少） △114

賞与引当金の増減額（△は減少） 767

退職給付引当金の増減額（△は減少） △376

工事損失引当金の増減額（△は減少） △777

受取利息及び受取配当金 △52

支払利息 214

売上債権の増減額（△は増加） 50

未成工事支出金の増減額（△は増加） △7,187

たな卸資産の増減額（△は増加） 83

仕入債務の増減額（△は減少） 3,727

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,288

その他 △2,334

小計 2,606

利息及び配当金の受取額 54

利息の支払額 △169

法人税等の支払額 △1,509

営業活動によるキャッシュ・フロー 982

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △12

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 10

有形固定資産の取得による支出 △3,000

有形固定資産の売却による収入 35

その他 535

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,431

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） 4,248

長期借入金の返済による支出 △1,500

配当金の支払額 △705

少数株主への配当金の支払額 △5

その他 △185

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 402

現金及び現金同等物の期首残高 6,223

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,625
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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。 

  

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) セグメント情報

    事業の種類別セグメント情報

     当第３四半期連結累計期間（自  平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）

建設事業 製品販売等 合   計 消去又は全社 連   結

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

売上高

  (1)外部顧客に対する売上高 102,462 8,798 111,261 － 111,261 

  (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 11 1,615 1,626 (1,626) －

計 102,474 10,414 112,888 (1,626) 111,261 

営業利益 8,039 225 8,264 － 8,264 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

太平工業㈱（1819）平成21年３月期 第３四半期決算短信

-8-



  

 
  

「参考資料」

前第３四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 112,586 100.0

Ⅱ 売上原価 98,303 87.3

売上総利益 14,282 12.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,789 6.0

営業利益 7,493 6.7

Ⅳ 営業外収益 192 0.2

Ⅴ 営業外費用 511 0.5

経常利益 7,173 6.4

Ⅵ 特別利益 193 0.1

Ⅶ 特別損失 117 0.1

税金等調整前四半期純利益 7,249 6.4

税金費用 2,562 2.3

少数株主利益 188 0.1

四半期純利益 4,499 4.0
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(2) 個別受注・売上・繰越高

①受注高 (単位：百万円)

事業年度 当第３四半期 前年同期

自平成20年 4月 1日 自平成19年 4月 1日 比較増減（△）  増減率（△）％

区分 至平成20年12月31日 至平成19年12月31日

建 
設 
事 
業 

機電エンジニアリング 56,957 49,207 7,749 15.7

土木 12,418 11,286 1,131 10.0

建築 20,230 14,875 5,354 36.0

作業請負 18,981 17,373 1,608 9.3

計 108,587 92,743 15,844 17.1

製品販売等 7,218 6,817 400 5.9

合計 115,806 99,560 16,245 16.3

②売上高 (単位：百万円)

事業年度 当第３四半期 前年同期

自平成20年 4月 1日 自平成19年 4月 1日 比較増減（△）  増減率（△）％

区分 至平成20年12月31日 至平成19年12月31日

建 
設 
事 
業 

機電エンジニアリング 44,523 ― ― ―

土木 15,907 ― ― ―

建築 12,271 ― ― ―

作業請負 18,918 ― ― ―

計 91,621 ― ― ―

製品販売等 7,218 ― ― ―

合計 98,839 ― ― ―

③繰越高 (単位：百万円)

事業年度 当第３四半期末 前年同期末

区分 平成20年12月31日 平成19年12月31日 比較増減（△）  増減率（△）％

建 
設 
事 
業 

機電エンジニアリング 32,177 ― ― ―

土木 9,443 ― ― ―

建築 19,069 ― ― ―

作業請負 77 ― ― ―

計 60,768 ― ― ―

製品販売等 ― ― ― ―

合計 60,768 ― ― ―
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