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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 38,207 27.3 3,505 113.3 3,422 100.8 1,798 124.2
21年3月期第1四半期 30,022 ― 1,643 ― 1,704 ― 802 ―

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

22年3月期第1四半期 22.93 ―

21年3月期第1四半期 10.23 ―

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

22年3月期第1四半期 122,743 39,700 30.9 483.44
21年3月期 127,393 38,473 28.9 469.42

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  37,920百万円 21年3月期  36,821百万円

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  

(注)平成22年３月期の期末の配当予想については、先行きの業績見通し等を踏まえて判断する必要があるため、未定であります。なお、期末の配当予想
については平成22年３月期第３四半期決算発表時に方針を公表する予定であります。 

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

21年3月期 ― ― ― 12.00 12.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

88,000 22.3 5,800 1.0 5,600 △1.7 3,000 △3.6 38.24

通期 155,000 △4.9 7,400 △46.9 7,000 △48.7 3,500 △55.1 44.62
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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）  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、４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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 

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） 22年3月期第1四半期 78,465,113株 21年3月期  78,465,113株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  26,165株 21年3月期  25,690株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 78,439,117株 21年3月期第1四半期 78,443,846株
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当第１四半期におけるわが国経済は、在庫調整が進展し、輸出が上昇に転じる等、景気持ち直しの動

きがみられたものの、企業収益および設備投資が引続き減少し、雇用情勢が悪化する等、厳しい状況が

続きました。当社グループの主要顧客先である鉄鋼業界におきましては、需要分野における在庫調整の

進展を背景に鋼材受注における減少幅の縮小が見られる等、 悪期を脱しつつあるものの、粗鋼生産が

極めて低い水準で推移し、全体として厳しい状況が続きました。 

 このような環境のもと、当社グループは、徹底したコスト削減等の収益改善努力により、全社一丸と

なって業績目標の達成に向け邁進した結果、当第１四半期の業績は、売上高は38,207百万円（前年同期

比27.3％増）となり、営業利益3,505百万円（前年同期比113.3％増）、経常利益3,422百万円(前年同期

比100.8％増)、四半期純利益1,798百万円（前年同期比124.2％増）となりました。 

 また、事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（建設事業） 

 建設事業につきましては、 大顧客である新日本製鐵（株）の設備工事において大型設備投資案件の

完成計上により、売上、利益共に増加し、売上高は36,090百万円（前年同期比32.8％増）、営業利益は

3,477百万円（前年同期比111.8％増）となりました。 

（製品販売等） 

 製品販売等につきましては、事業環境の悪化により、売上高は減少となりましたが、コスト削減に努

めた結果、利益は増加し、売上高は2,116百万円（前年同期比25.4％減）、営業利益は28百万円となり

ました。 
  

当第１四半期末の連結総資産は、前会計年度末と比較して、売上債権の減少(5,896百万円)等によ

り、前会計年度末127,393百万円から4,649百万円減少し、122,743百万円となりました。 

 負債は仕入債務の減少(2,858百万円)及び未払法人税等の減少(2,220百万円)等により、前会計年度末

88,919百万円から5,876百万円減少し、83,043百万円となりました。 

 純資産は、配当による941百万円の減少があったものの、四半期純利益1,798百万円等により、前会計

年度末38,473百万円から1,226百万円増加し、39,700百万円となりました。 

 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812百万円の収入となっ

た一方で、配当金の支払、借入金の返済及び設備投資を行ったことにより、現金及び現金同等物が

1,720百万円減少しました。その結果、当社グループの有利子負債残高は22,342百万円(前会計年度末比

786百万円減少)となりました。 
  

今後の見通しといたしましては、在庫調整の進展等により生産が回復する等、景気の持ち直しが期待

されるものの、企業の設備投資抑制や、雇用状況の悪化等、引き続き厳しい状況が続くものと予想され

ます。鉄鋼業界におきましても、粗鋼生産回復の兆しが見え始めましたが、依然として先行きは不透明

であります。 

 このような状況のもと、当社グループといたしましては、 大顧客である新日本製鐵（株）をはじめ

鉄鋼関連分野を中心とした事業運営を継続しつつ、これまで培ってきた既存分野での競争力強化を図

り、 重点課題のひとつとして取り組んでおります品質管理活動を協力会社と一体となって推進してま

いります。また、引き続き採算重視の徹底とコスト削減努力により、厳しい事業環境下においても収益

を確保できる磐石な経営基盤の構築を図ってまいります。 

 当第１四半期は、前年度から繰越した鉄鋼関連の設備投資に係る大型プロジェクトの完成に加え、売

上高の計上基準を完成基準から進行基準へ変更したこと等により前年同期比では増収増益となりました

が、今後の事業環境の先行きは依然不透明な状況にあることから、現時点において業績予想（平成21年

５月12日発表）の変更はありません。 

 通期の業績予想は、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

【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) 155,000 7,400 7,000 3,500

前   期 162,963 13,943 13,657 7,798
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該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  請負工事にかかる収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、当第

１四半期から「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号)及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号)が適用されたことに伴い、当第１四半期に着手した工事

契約から当第１四半期末までの進捗部分について成果の確実性の認められる工事については工事進行

基準(工事の進捗度の見積は原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりま

す。 

 なお、平成21年３月31日以前に着工した工事契約は工事完成基準を引き続き適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第１四半期にかかる売上高は3,484百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ498百万円増加しております。 

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

太平工業（株）（1819）　平成22年３月期　第１四半期決算短信

‐4‐



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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,757 10,478

受取手形・完成工事未収入金等 39,423 45,319

未成工事支出金 22,025 21,198

その他のたな卸資産 4,743 4,842

その他 5,958 3,918

貸倒引当金 △34 △39

流動資産合計 80,872 85,717

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 23,044 22,909

機械、運搬具及び工具器具備品 41,287 41,024

土地 16,864 16,869

その他 1,835 1,721

減価償却累計額 △49,888 △49,382

有形固定資産合計 33,143 33,142

無形固定資産 506 499

投資その他の資産   

投資有価証券 2,172 1,751

その他 8,057 8,309

貸倒引当金 △2,009 △2,027

投資その他の資産合計 8,220 8,033

固定資産合計 41,870 41,676

資産合計 122,743 127,393

太平工業（株）（1819）　平成22年３月期　第１四半期決算短信

‐5‐



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年3月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 34,473 37,331

短期借入金 20,461 21,121

未払法人税等 1,342 3,563

未成工事受入金 1,701 1,916

賞与引当金 1,179 955

完成工事補償引当金 846 1,048

工事損失引当金 42 77

その他 5,491 5,099

流動負債合計 65,537 71,113

固定負債   

長期借入金 1,436 1,516

退職給付引当金 11,997 12,212

役員退職慰労引当金 71 72

その他 4,000 4,005

固定負債合計 17,505 17,806

負債合計 83,043 88,919

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 26,054 25,195

自己株式 △9 △9

株主資本合計 33,387 32,528

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 462 219

土地再評価差額金 4,070 4,072

評価・換算差額等合計 4,533 4,292

少数株主持分 1,779 1,652

純資産合計 39,700 38,473

負債純資産合計 122,743 127,393
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

売上高 30,022 38,207

売上原価 26,184 32,543

売上総利益 3,838 5,663

販売費及び一般管理費 2,195 2,158

営業利益 1,643 3,505

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 28 11

受取補償金 112 3

雑収入 62 37

営業外収益合計 203 54

営業外費用   

支払利息 72 81

売上債権売却損 32 29

雑支出 38 26

営業外費用合計 142 137

経常利益 1,704 3,422

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 19

事業譲渡益 36 －

その他 7 1

特別利益合計 43 20

特別損失   

固定資産除却損 － 6

減損損失 － 5

たな卸資産評価損 310 －

その他 19 0

特別損失合計 330 11

税金等調整前四半期純利益 1,417 3,430

法人税、住民税及び事業税 231 1,306

法人税等調整額 334 208

法人税等合計 566 1,514

少数株主利益 48 118

四半期純利益 802 1,798
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

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 1,417 3,430

減価償却費 669 704

貸倒引当金の増減額（△は減少） △70 △8

賞与引当金の増減額（△は減少） 298 224

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38 △215

受取利息及び受取配当金 △29 △12

支払利息 72 81

売上債権の増減額（△は増加） 6,239 5,896

未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,412 △827

たな卸資産の増減額（△は増加） 292 99

仕入債務の増減額（△は減少） △1,811 △2,858

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,653 △215

その他 △2,400 △1,962

小計 879 4,336

利息及び配当金の受取額 10 12

利息の支払額 △39 △72

法人税等の支払額 △409 △3,464

営業活動によるキャッシュ・フロー 441 812

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 △5 △2

有形固定資産の取得による支出 △589 △902

有形固定資産の売却による収入 2 2

その他 525 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △66 △882

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） △311 △460

長期借入金の返済による支出 △280 △280

配当金の支払額 △651 △853

その他 △69 △56

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,312 △1,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △937 △1,720

現金及び現金同等物の期首残高 6,223 10,455

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,285 8,735
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該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 
  

 当第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) 
  

 
  

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

建設事業 
(百万円)

製品販売等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

27,185 2,837 30,022 ― 30,022

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4 532 536 (536) ―

計 27,189 3,370 30,559 (536) 30,022

営業利益 1,641 1 1,643 ― 1,643

建設事業 
(百万円)

製品販売等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

36,090 2,116 38,207 ― 38,207

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1 455 456 (456) ―

計 36,091 2,572 38,664 (456) 38,207

営業利益 3,477 28 3,505 ― 3,505

(6) 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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「参考」

 個別受注・売上・繰越高

①受注高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期 当第１四半期

自平成20年 4月 1日自平成21年 4月 1日 比較増減（△）  増減率（△）％

区分 至平成20年 6月30日至平成21年 6月30日

建 
設 
事 
業 

機電エンジニアリング 20,143 18,904 △1,238 △6.2

土木 5,161 3,872 △1,288 △25.0

建築 7,497 5,452 △2,045 △27.3

作業請負 6,087 5,312 △774 △12.7

計 38,890 33,542 △5,347 △13.8

製品販売等 2,358 1,649 △708 △30.0

合計 41,248 35,192 △6,056 △14.7

②売上高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期 当第１四半期

自平成20年 4月 1日自平成21年 4月 1日 比較増減（△）  増減率（△）％

区分 至平成20年 6月30日至平成21年 6月30日

建 
設 
事 
業 

機電エンジニアリング 12,723 18,523 5,800 45.6

土木 1,954 2,850 896 45.9

建築 2,659 5,796 3,137 118.0

作業請負 6,073 5,237 △836 △13.8

計 23,409 32,408 8,998 38.4

製品販売等 2,358 1,649 △708 △30.0

合計 25,768 34,057 8,289 32.2

③繰越高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期末 当第１四半期末
比較増減（△）  増減率（△）％

区分 平成20年 6月30日 平成21年 6月30日

建 
設 
事 
業 

機電エンジニアリング 27,164 26,760 △404 △1.5

土木 16,139 9,013 △7,126 △44.2

建築 15,949 14,132 △1,816 △11.4

作業請負 28 108 80 285.5

計 59,282 50,015 △9,266 △15.6

製品販売等 ― ― ― ―

合計 59,282 50,015 △9,266 △15.6
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