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１．平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日）

 （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2四半期 70,581 △16.9 5,613 △33.3 5,584 △32.6 4,604 3.9

22年3月期第2四半期 84,980 18.1 8,420 46.7 8,281 45.4 4,430 42.3

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2四半期 58 .70  ―

22年3月期第2四半期 56 .48  ―

 （２）連結財政状態

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2四半期 107,198 47,892 44.0 601 .56

22年3月期 112,912 45,817 38.7 557 .24

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 47,183百万円  22年3月期 43,708百万円

２．配当の状況

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 ―  ― ― 12 .00  12 .00

 23年3月期 ―  ―

 23年3月期(予想) ― 7 .00 7 .00

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）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 144,000 △14.1 8,500 △41.8 8,400 △41.4 6,000 △21.6 76 .50

TAKARASHIMA
財務会計基準機構



  

  

 

 

 
  （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） 

 
  

  

  

・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は終了しておりませ

ん。 

  

・本資料に記載された予想には、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。 

なお、業績予想については、添付資料の3ページを参照してください。 

４．その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．4 「その他の情報」をご覧ください）

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  （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。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

  （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
 

  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） 23年3月期2Ｑ 78,465,113株 22年3月期 78,465,113株

 ② 期末自己株式数 23年3月期2Ｑ 30,347株 22年3月期 29,162株

 ③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Ｑ 78,435,542株 22年3月期2Ｑ 78,439,035株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期におけるわが国経済は、輸出や生産が緩やかに増加し、企業収益は改善傾向にあるもの

の、足元は円高の進行、長期的なデフレの懸念等、先行き不透明な状況が継続しております。 

  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、国内鋼材需要は、建築・土木向けの低迷

が継続する一方で、製造業向けが輸出と耐久消費財需要の拡大等により回復し、緩やかな増加が続きま

した。 

 このような環境のもと、当社グループは、グループ一丸となった受注活動の展開に努め、前年同期と

同水準の受注を確保いたしました。売上高につきましては、前年同期に見られた大型繰越工事の完成計

上や売上高の計上基準が工事完成基準から工事進行基準へ変更となった影響等の増加要因がなく、

70,581百万円（前年同期比16.9％減）となりました。その結果、営業利益5,613百万円（前年同期比

33.3％減）、経常利益5,584百万円(前年同期比32.6％減)となりました。四半期純利益につきまして

は、当社連結子会社である北都電機株式会社が平成22年７月12日に自己株式を取得し、当社の同社に対

する議決権保有割合が増加したため、負ののれん発生益1,377百万円を計上し、4,604百万円（前年同期

比3.9％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。 

  

（当第２四半期のセグメント別業績概況） 

 
※当第２四半期：４月１日～９月30日の６ヶ月累計 

  

（エンジニアリング） 

エンジニアリングにつきましては、鉄鋼分野を中心に、機械、電気計装、システム、建設の複合力

を活かした事業展開をしておりますが、設備投資が引き続き低水準で推移し、厳しい受注環境が続き

ました。このような環境の中で、施工生産性の向上と個別工事のコスト削減の徹底に取り組んだもの

の、前年度の受注落ち込みの影響や大型繰越工事の完成計上等がなかったことにより、売上高は

53,277百万円、経常利益は4,504百万円となりました。 

（操業） 

操業につきましては、粗鋼生産の回復を受け、売上高は12,232百万円、経常利益は510百万円とな

りました。 

  

なお、当社は平成22年10月28日付けで新日本製鐵株式会社の連結子会社となりました。今後、操業と

整備および機械工事・電気計装工事・システム開発・建設工事を業とする総合エンジニアリング会社で

あることの特徴を活かし、 大顧客である新日本製鐵株式会社との関係を一層深化させていくことで、

自社の企業価値を高めていく所存です。 

1. 当四半期の連結業績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

（単位：百万円）

売上高 経常損益

エンジニアリング 53,277 4,504

操業 12,232 510

その他 7,710 184

合計 73,220 5,199

調整額 (2,639) 385

四半期連結損益計算書計上額 70,581 5,584
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通期業績につきましては、平成22年10月19日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」により修正し

ており、次の通りであります。 

（単位：百万円） 

 
（業績修正の主な要因） 

第３四半期以降の経済環境は、円高の継続が見込まれ依然として不透明であり、当社を取り巻く

受注環境も引き続き厳しい状況にあります。通期連結業績予想につきましては、コスト削減施策等

は継続して実施するものの、受注競争の激化に伴う利益率の低下、発注単価の低下等の懸念材料を

織り込んでおります。 

（2） 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) 144,000 8,500 8,400 6,000

前   期 167,693 14,605 14,341 7,651
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 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  ①会計基準等の改正に伴う変更 

  1)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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)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)を適用しておりま

す。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

  2）「企業結合に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)、「連結

財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号)、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部

改正」(企業会計基準第23号)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号)、「持分法

に関する会計基準」(企業会計基準第16号)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)を適用しております。 

  

  ②表示方法の変更 

  (四半期連結損益計算書関係) 

 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号)に基づき財務諸表等規則等の一部を改

正する内閣府令(内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四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」の科目を表示しております。 

  

2. その他の情報

（1） 重要な子会社の異動の概要

（2） 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（3） 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,051 5,327

受取手形・完成工事未収入金等 50,111 53,554

未成工事支出金 4,327 5,662

その他のたな卸資産 4,582 4,336

その他 2,923 2,937

貸倒引当金 △39 △60

流動資産合計 66,956 71,757

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 23,673 23,166

機械、運搬具及び工具器具備品 43,141 42,756

土地 16,377 16,402

その他 964 1,482

減価償却累計額 △51,539 △50,663

有形固定資産合計 32,616 33,144

無形固定資産 456 482

投資その他の資産

投資有価証券 1,706 2,040

その他 7,181 7,273

貸倒引当金 △1,719 △1,785

投資その他の資産合計 7,169 7,528

固定資産合計 40,242 41,154

資産合計 107,198 112,912
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 26,114 27,370

短期借入金 3,824 3,904

コマーシャル・ペーパー － 3,000

未払法人税等 2,108 2,747

未成工事受入金 288 359

賞与引当金 1,325 858

完成工事補償引当金 577 979

その他 3,608 6,104

流動負債合計 37,848 45,322

固定負債

長期借入金 6,047 6,109

退職給付引当金 11,546 11,737

役員退職慰労引当金 76 99

その他 3,788 3,825

固定負債合計 21,458 21,771

負債合計 59,306 67,094

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 35,694 32,020

自己株式 △10 △10

株主資本合計 43,025 39,351

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 212 395

繰延ヘッジ損益 △2 1

土地再評価差額金 3,947 3,958

評価・換算差額等合計 4,157 4,356

少数株主持分 708 2,109

純資産合計 47,892 45,817

負債純資産合計 107,198 112,912

太平工業㈱(1819)　平成23年３月期第２四半期決算短信

-6-



(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 84,980 70,581

売上原価 71,964 60,406

売上総利益 13,016 10,175

販売費及び一般管理費 4,596 4,561

営業利益 8,420 5,613

営業外収益

受取利息 1 3

受取配当金 13 18

受取補償金 10 11

雑収入 64 55

営業外収益合計 90 88

営業外費用

支払利息 142 72

売上債権売却損 56 19

雑支出 30 25

営業外費用合計 228 118

経常利益 8,281 5,584

特別利益

負ののれん発生益 － 1,377

貸倒引当金戻入額 31 52

関係会社清算益 72 －

その他 10 2

特別利益合計 114 1,432

特別損失

固定資産除却損 132 19

減損損失 70 1

ゴルフ会員権評価損 － 6

その他 8 －

特別損失合計 210 27

税金等調整前四半期純利益 8,185 6,988

法人税、住民税及び事業税 3,612 2,164

法人税等調整額 △154 173

法人税等合計 3,457 2,338

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,650

少数株主利益 298 46

四半期純利益 4,430 4,604
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 8,185 6,988

減価償却費 1,425 1,440

減損損失 70 1

負ののれん発生益 － △1,377

貸倒引当金の増減額（△は減少） △204 △87

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,084 467

退職給付引当金の増減額（△は減少） △260 △190

工事損失引当金の増減額（△は減少） △35 －

受取利息及び受取配当金 △15 △21

支払利息 142 72

売上債権の増減額（△は増加） △1,797 3,442

未成工事支出金の増減額（△は増加） 4,900 1,334

たな卸資産の増減額（△は増加） 217 △246

仕入債務の増減額（△は減少） △4,896 △1,255

未成工事受入金の増減額（△は減少） △444 △70

その他 △464 △1,886

小計 7,908 8,613

利息及び配当金の受取額 15 23

利息の支払額 △174 △72

法人税等の支払額 △3,469 △2,751

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,280 5,813

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 △6 △8

有形固定資産の取得による支出 △1,707 △1,904

有形固定資産の売却による収入 13 31

その他 △20 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,721 △1,871

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） △4,550 －

長期借入れによる収入 5,300 －

長期借入金の返済による支出 △7,330 △142

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － △3,000

配当金の支払額 △939 △939

少数株主への配当金の支払額 △8 △11

その他 △134 △125

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,663 △4,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,104 △276

現金及び現金同等物の期首残高 10,455 5,305

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,351 5,028
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 
  

 【報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報】 

 当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 

 
  

  （追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号）

及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号）を適用

しております。 

  

  

 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

80,473 4,506 84,980 ― 84,980

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4 917 921 (921) ―

計 80,478 5,424 85,902 (921) 84,980

営業利益 8,323 96 8,420 ― 8,420

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期 
連結損益
計算書 
計上額

エンジニ
アリング

操業 計

売上高

  外部顧客への売上高 53,221 12,232 65,454 5,126 70,581 ― 70,581

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

55 ― 55 2,583 2,639 △2,639 ―

計 53,277 12,232 65,510 7,710 73,220 △2,639 70,581

セグメント利益 
（経常利益）

4,504 510 5,014 184 5,199 385 5,584

（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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 ③個別受注・売上・繰越高 

  

 
  

4. 補足情報（個別業績の概要）

（１）平成23年３月期第２四半期の個別業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 ①個別経営成績（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２四半期 63,520 △16.4 4,965 △28.8 4,970 △27.5 2,964 △23.9

22年３月期第２四半期 76,002 19.3 6,978 36.8 6,855 34.8 3,895 35.8

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２四半期 37 .79  ―

22年３月期第２四半期 49 .66  ―

 ②個別財政状態

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２四半期 98,804 39,705 40.2 506 .22

22年３月期 104,533 37,865 36.2 482 .76

受注高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期 当第２四半期

自平成21年 4月 1日 自平成22年 4月 1日 比較増減（△）  増減率（△）％

区分 至平成21年 9月30日 至平成22年 9月30日

エンジ
ニアリ
ング

機械 24,537 22,970 △1,567 △6.4

電気計装・システム 9,865 9,159 △706 △7.2

建設 17,861 18,468 607 3.4

計 52,264 50,597 △1,666 △3.2

操業 11,093 12,225 1,132 10.2

その他 3,721 4,042 320 8.6

合計 67,079 66,866 △213 △0.3

売上高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期 当第２四半期

自平成21年 4月 1日 自平成22年 4月 1日 比較増減（△）  増減率（△）％

区分 至平成21年 9月30日 至平成22年 9月30日

エンジ
ニアリ
ング

機械 26,638 22,363 △4,274 △16.0

電気計装・システム 12,228 8,129 △4,099 △33.5

建設 22,298 16,751 △5,547 △24.9

計 61,166 47,244 △13,921 △22.8

操業 11,114 12,232 1,118 10.1

その他 3,721 4,042 320 8.6

合計 76,002 63,520 △12,482 △16.4
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(注) 受注高は130,000百万円を予想しております。 

繰越高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期末 当第２四半期末
比較増減（△） 増減率（△）％

区分 平成21年 9月30日 平成22年 9月30日

エンジ
ニアリ
ング

機械 14,645 10,593 △4,052 △27.7

電気計装・システム 7,269 5,723 △1,545 △21.3

建設 18,030 13,305 △4,724 △26.2

計 39,945 29,621 △10,323 △25.8

操業 12 29 17 143.7

その他 ― ― ― ―

合計 39,957 29,651 △10,306 △25.8

（２）平成23年３月期の個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 130,000 △13.8 7,600 △38.7 7,500 △38.1 4,200 △38.1 53 .55
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