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１．平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 142,435 △15.1 9,901 △32.2 9,885 △31.1 7,425 △3.0

22年3月期 167,693 2.9 14,605 4.7 14,341 5.0 7,651 △1.9

(注) 包括利益 23年3月期 7,188百万円(△13.3％) 22年3月期 8,294百万円(―％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 94. 68 ― 15.9 9.0 7.0

22年3月期 97. 55 ― 19.0 11.9 8.7

(参考) 持分法投資損益 23年3月期 2百万円 22年3月期 5百万円

（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 106,948 49,907 46.7 636. 29

22年3月期 112,912 45,817 38.7 557. 24

(参考) 自己資本 23年3月期 49,907百万円 22年3月期 43,708百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 5,966 △2,658 △5,251 3,361

22年3月期 8,624 △2,973 △10,800 5,305

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― ― ― 12. 00 12. 00 941 12.3 2.3

23年3月期 ― ― ― 12. 00 12. 00 941 12.7 2.0

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

３．平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
(％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) 67,500 △4.4 3,000 △46.6 3,000 △46.3 1,700 △63.1 21. 67

通 期 140,000 △1.7 6,100 △38.4 6,000 △39.3 3,300 △55.6 42. 07

TAKARASHIMA
財務会計基準機構



  

 

 

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 

 
  
  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査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
（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

  新規 ―社 (            )、除外 ―社 (            )

（２）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

（３）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期 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 30,847株 22年3月期 29,162株

③ 期中平均株式数 23年3月期 78,435,030株 22年3月期 78,438,069株

(参考) 個別業績の概要
１．平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
（１）個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 128,085 △15.1 8,644 △30.3 8,629 △28.8 5,016 △26.0

22年3月期 150,848 4.5 12,403 1.1 12,114 0.9 6,781 △5.0

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

23年3月期 63. 96 ―

22年3月期 86. 46 ―

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 99,128 41,642 42.0 530. 93

22年3月期 104,533 37,865 36.2 482. 76

(参考) 自己資本 23年3月期 41,642百万円 22年3月期 37,865百万円

※ 監査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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①当期の経営成績 

当期における我が国経済は、前半は海外経済の改善や政府の各種内需刺激策の効果等を背景

に、景気持ち直しの動きが見られたものの、後半は景気対策効果の剥落や円高に伴う輸出の減速

等により足踏み状態が続きました。このような中、本年３月に東日本大震災が発生し、我が国経

済の先行きは一層不透明な状況となりました。 

 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、国内鉄鋼需要は建築・土木向けが

低迷したものの、アジア新興国の鉄鋼需要に支えられた高水準の輸出が維持され、粗鋼生産は回

復基調で推移いたしました。しかしながら、円高が継続しているうえ、原料価格は大幅に上昇し

ており、鉄鋼業界を取巻く環境は依然として厳しい状況にあります。 

 このような環境のもと、当社グループは、法令遵守およびリスク管理の徹底を図るとともに、

パートナー会社も含めた安全管理・品質管理レベル向上等の諸施策の実践を積み重ね、業績目標

の達成に向け、グループ一丸となって取り組んでまいりました。 

 受注高につきましては、厳しい受注環境ではありますが、企画・設計・製作・施工からメンテ

ナンスまで行うことができる総合力と、機械、電気計装、システム、建設の広範な事業分野を要

する複合力を活かし、積極的な受注活動に努めたことにより、前期と同水準の受注を確保いたし

ました。 

 一方、売上高につきましては、前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ことに伴う売上増等の一過性の増加要因がなく

なったことにより、前期比15.1%減の142,435百万円となりました。 

 利益につきましては、徹底したコスト削減にグループ一丸となって取り組むとともに、既受注

プロジェクトの施工方法の改善や施工要員の効率的配置等、収益改善に傾注した結果、営業利益

9,901百万円(前期比32.2%減)、経常利益9,885百万円(前期比31.1%減)となりました。当期純利

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自己株式を取得したこと等によ

り、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1,806百万円を計上し、

7,425百万円(前期比3.0%減)となりました。なお、同連結子会社につきましては、当社グループ

の電気計装事業再編強化に向け、平成23年２月に完全子会社といたしました。 

 また、本年３月に発生した東日本大震災により、当社釜石支店(仙台事業所・八戸事業所含

む)等において、一部の建物・設備の毀損がありましたが、損害は軽微であり、事業活動に影響

を及ぼすまでの被害はありません。なお、当期連結決算におきまして、東日本大震災の復旧費用

を主体に、特別損失△66百万円を計上いたしました。 

 報告セグメントにつきましては、会計基準の改正により当期から「エンジニアリング」、「操

業」としております。当期のセグメント別業績は次のとおりであります。 

 なお、従来の「製品販売等」は「その他」に含めております。 

（当期のセグメント別業績概況） 

 
  

１．経営成績

(1) 経営成績に関する分析

（単位：百万円）

売上高 経常損益

エンジニアリング 106,851 8,076

操業 24,974 972

その他 15,842 288

合計 147,668 9,337

調整額 (5,233) 547

連結損益計算書計上額 142,435 9,885
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【セグメント別の概況】 

a.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

力を生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がなかったことにより、売上高

は106,851百万円、経常利益は8,076百万円となりました。 

b.操業 

操業につきましては、粗鋼生産の継続的回復を受け、売上高は24,974百万円、経常利益は972百

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、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。 

  

②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、厳しい雇用情勢による個人消費の低迷、原油価格の上昇や円高

継続等の不安材料に加え、本年３月に発生した東日本大震災の影響による電力供給の制約やサプ

ライチェーン立て直しの遅れ等もあり、一層の景気低迷が懸念されます。 

 鉄鋼業界におきましても、粗鋼生産が継続的回復基調にあるものの、原油価格の更なる上昇を

はじめとする原料価格の高騰や東アジアにおける新規製鉄設備の稼働に加え、東北地方を中心と

した生産設備の大きな毀損や電力不足による各種産業への影響等が懸念され、今後の見通しは極

めて不透明であります。 

 当社グループの次期業績見通しにつきましては、引き続き厳しい受注環境の継続が予想される

ことから、受注競争の激化に伴う利益率の低下、発注単価の低下等が見込まれるため、対前期比

では、大幅な減益となる見通しであります。  

  

【通期業績予想】 

 

【第２四半期(累計)業績予想】 

 
  

(単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成24年３月期予想 140,000 6,100 6,000 3,300

平成23年３月期実績 142,435 9,901 9,885 7,425

(単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

平成24年３月期   
第２四半期(累計)予想

67,500 3,000 3,000 1,700

平成23年３月期   
第２四半期(累計)実績

70,581 5,613 5,584 4,604
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（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当期末の連結総資産は、売上債権は増加（808百万円）したものの、未成工事支出金の減少（2,748百

万円）及び現金預金の減少（4,503百万円）により、前期末112,912百万円から5,963百万円減少し、

106,948百万円となりました。 

 負債は、仕入債務の減少（2,045百万円）、有利子負債の減少（4,187百万円）、及び未払法人税等の

減少（1,032百万円）等により、前期末67,094百万円から10,052百万円減少し、57,041百万円となりま

した。 

 純資産は、配当による減少（941百万円）、少数株主持分の減少（2,109百万円）等があったものの、

当期純利益（7,425百万円）等により、前期末45,817百万円から4,089百万円増加し、49,907百万円とな

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・フローの収入5,966百万円に加

え、現金及び現金同等物を1,944百万円圧縮し、配当金の支払、借入金の返済及び設備投資に充当しま

した。その結果、当社グループの当期末有利子負債残高は9,139百万円（前期末比4,187百万円減少）と

なりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
 （注）自己資本比率           ：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率     ：株式時価総額／総資産 

     キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

  

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※有利子負債は、利子を支払っている全ての負債（短期借入金、コマーシャル・ペーパー、長期借 

  入金、リース債務）を対象としております。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ 

  ーを使用しており、利息の支払額については、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を 

 使用しております。  

  

剰余金の配当につきましては、株主の皆様への安定した配当を継続することを基本として、各期の業

績に応じた利益配分、企業価値向上のための内部留保の充実を勘案するとともに、更なる財務体質強化

を図りつつ配当を実施する方針としております。 

 なお、今期の業績につきましては、株主の皆様のご支援やグループ一丸となった利益改善努力等によ

り、当期純利益は概ね堅調に推移いたしました。加えて財務体質の改善も一層進んだため、今期の配当

につきましては、株主の皆様への利益還元の観点から、前年同様の１株につき12円といたします。 

 なお、次期の配当につきましては、不確定要素が多いことから現時点では未定とさせていただきま

す。 

(2) 財政状態に関する分析

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率(％) 27.5 28.9 38.7 46.7

時価ベースの自己資本比率(％) 24.8 13.5 27.9 29.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(倍)

1.1 9.2 1.5 1.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

38.0 9.3 31.6 44.1

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、本項の記載事項のうち、将来に関する記述を記載している場合には、当該事項は当期末現在に

おいて判断したものであります。 

①財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動 

 当社グループの主要な事業はエンジニアリング事業であり、民間の設備投資の動向に影響を受けるた

め、その動向により業績が変動する可能性があります。 

②特定の取引先・製品・技術等への依存 

 当社グループは新日本製鐵株式会社に対して、売上高の約６割を依存しております。このため、同社

との取引の状況により当社の業績が変動する可能性があります。 

③役員・大株主・関係会社等に関する重要事項 

 発行済株式総数は78,465,113株（平成23年３月31日現在）であります。親会社である新日本製鐵株式

会社が40.1％の議決権を所有しております。 

④法的規制等 

 当社グループは、建設業法、建築基準法、国土利用計画法、都市計画法及び独占禁止法等の法的規制

を受けており、当社グループにおいて違法な行為があった場合には、業績や企業評価に影響を及ぼす可

能性があります。また、これらの法令の改廃や、新たな法的規制の制定、適用基準の変更等があった場

合も、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  

  

(4) 事業等のリスク
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 当社グループは、子会社14社（うち連結子会社11社）および持分法適用関連会社１社によって構成され、
その主たる事業内容はエンジニアリングおよび操業であります。 
 当社の親会社は新日本製鐵(株)であり、同社および同社グループ各社から各種業務を請負っております。
  
 当社グループの事業分野別セグメントと、当社グループを構成する各社の位置付け等は次のとおりであり
ます。 

(エンジニアリング)                                        

当社は、鉄鋼生産設備等の機械、電気計装、システムに関する企画・設計・製作・施工、並びに工場、倉
庫、社宅、寮等の建設を行うとともに、これらに関連するメンテナンスを行っております。また、連結子会
社である北都電機(株)、(株)東京ビジネスソリューションも同様の事業を行っております。 

(操業) 

当社は、鉄鋼生産設備等の操業およびその付帯作業を行っております。 

(その他) 

当社は、鉄鋼生産に係る副資材である活性炭・生石灰の製造販売や家具・建材に利用されるパーティクル
ボードの製造販売等を行っております。 
 なお、連結子会社である(株)太九、(株)太豊テクノス、太光工業(株)、太広産業(株)、(株）タイパック
ス、(株)太東、太総産業(株)、(株)タイリク、(株)たいほく並びに持分法適用関連会社である広鉱技建(株)
は、製鉄関連作業を主たる事業として行っておりますが、いずれも小規模であり重要性に乏しいことからそ
の他に含めております。 
  

上記当社グループの状況を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

 

２．企業集団の状況
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当社は、総合エンジニアリング企業として、豊かな創造力と優れた技術を駆使して、人と社会と自然

の調和・発展に貢献することを経営理念としております。 

この理念に基づいて、「心をこめた技術を／Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ｗｉｔｈ Ｈｅａｒｔ」を企業ス

ローガンとして掲げ、常に情熱と責任感を持って変革に挑戦するとともに、時代の変化を先取りした技

術の開発と研鑚に努め、株主の皆様、お客様、お取引先との相互信頼のもと、共に繁栄を築くことを基

本的な経営方針としております。 

  

当社は、厳しい経営環境に対応するため、収益性の向上、財務体質の強化と資本の充実に積極的に取

組み、借入金の返済等による有利子負債の圧縮を図り、有利子負債自己資本比率（Ｄ／Ｅレシオ）の改

善、自己資本比率の向上を目指します。 

  

当社は、総合エンジニアリング企業として「技術力をベースとした総合力が、お客様から高い信頼と

評価を得られる企業づくり」、「厳しい経営環境下においても、一定の利益を確保できる収益構造の構

築と、財務体質の継続的な改善」という２つの目標を掲げて企業活動を推進しており、当社グループ全

員が危機意識を共有し、足下の経営環境の悪化に対して迅速かつ的確に対応することで目標達成に向け

一丸となって取組んでまいります。 

 重点課題といたしましては、「お客様から信頼される企業活動の徹底」、「複合力を生かした企業運

営」、「経営環境の変化への適切な対応」、「当社グループ全体による安全体質強化と品質管理活動の

継続」としており、それぞれ確実に実行いたします。 

  

当社は、上記の中期課題を踏まえ、特に、鉄鋼関連設備の操業（作業請負）、整備、工事で培った技

術・技能・ノウハウという当社グループの強みをより充実させ、総合力、複合力を 大限発揮するた

め、 適な組織体制を構築し、技術開発、技術改善、自主管理活動（職場単位の課題改善活動）の活性

化に全社をあげて取り組み、現場力・専門技術力の向上を図ってお客様への提案力を強化し、激しい受

注競争に打ち克つ事業基盤の構築に努めることといたします。 

  また、安全に関する啓蒙活動の継続や災害リスクの除去・低減等による安全 優先の徹底および検査

業務の強化等による品質管理レベルの向上ならびに法令遵守徹底の継続とリスクマネジメント活動の充

実を実践し、お客様からあらゆる面で信頼される企業活動を推進してまいります。 

 加えて、人材育成・能力開発につきましても、当社グループの総合力向上を目指し、より現場力・技

術力・提案力向上に寄与する教育プログラムの開発・実行等に注力してまいります。 

  

  

  

  

  

３．経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 ※3 5,327 ※3 824

預け金 － 2,547

受取手形・完成工事未収入金等 53,554 54,363

未成工事支出金 5,662 2,913

その他のたな卸資産 4,336 4,469

繰延税金資産 1,101 801

その他 1,835 1,883

貸倒引当金 △60 △37

流動資産合計 71,757 67,765

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 ※3 23,166 ※3 23,631

機械、運搬具及び工具器具備品 ※3 42,756 ※3 43,241

土地 ※2, ※3 16,402 ※2, ※3 16,181

リース資産 698 531

建設仮勘定 783 646

減価償却累計額 △50,663 △52,096

有形固定資産合計 33,144 32,135

無形固定資産 482 436

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 2,040 ※1 1,167

繰延税金資産 4,561 4,569

その他 2,711 2,378

貸倒引当金 △1,785 △1,504

投資その他の資産合計 7,528 6,611

固定資産合計 41,154 39,183

資産合計 112,912 106,948
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 27,370 25,324

短期借入金 ※3 3,904 ※3 2,924

コマーシャル・ペーパー 3,000 －

未払法人税等 2,747 1,714

未成工事受入金 359 282

賞与引当金 858 704

役員賞与引当金 22 －

完成工事補償引当金 979 515

工事損失引当金 － 184

その他 6,082 4,172

流動負債合計 45,322 35,823

固定負債

長期借入金 ※3 6,109 ※3 5,984

繰延税金負債 99 106

再評価に係る繰延税金負債 ※2 3,529 ※2 3,447

退職給付引当金 11,737 11,440

役員退職慰労引当金 99 92

その他 196 147

固定負債合計 21,771 21,218

負債合計 67,094 57,041

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 32,020 38,625

自己株式 △10 △10

株主資本合計 39,351 45,956

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 395 113

繰延ヘッジ損益 1 △0

土地再評価差額金 ※2 3,958 ※2 3,837

その他の包括利益累計額合計 4,356 3,950

少数株主持分 2,109 －

純資産合計 45,817 49,907

負債純資産合計 112,912 106,948
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 167,693 142,435

売上原価 ※1 143,524 ※1 123,121

売上総利益 24,168 19,313

販売費及び一般管理費 ※2 9,563 ※2 9,412

営業利益 14,605 9,901

営業外収益

受取利息 3 4

受取配当金 18 26

負ののれん償却額 17 －

持分法による投資利益 5 2

受取補償金 ※3 19 ※3 23

受取賃貸料 7 13

保険事務手数料 24 23

雑収入 111 81

営業外収益合計 208 175

営業外費用

支払利息 238 135

売上債権売却損 97 28

雑支出 136 26

営業外費用合計 472 190

経常利益 14,341 9,885

特別利益

固定資産売却益 ※4 11 2

貸倒引当金戻入額 23 78

関係会社清算益 79 －

負ののれん発生益 － ※4 1,806

親会社株式売却益 － 232

その他 14 1

特別利益合計 128 2,122

特別損失

固定資産売却損 ※5 14 －

固定資産除却損 ※6 266 ※5 158

減損損失 ※7 191 ※6 144

災害による損失 － 66

その他 16 23

特別損失合計 489 393

税金等調整前当期純利益 13,980 11,614

法人税、住民税及び事業税 4,953 3,706

法人税等調整額 933 420

法人税等合計 5,886 4,127

少数株主損益調整前当期純利益 － 7,487

少数株主利益 442 61

当期純利益 7,651 7,425
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 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 7,487

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △294

繰延ヘッジ損益 － △2

持分法適用会社に対する持分相当額 － △1

その他の包括利益合計 － ※2 △299

包括利益 － ※1 7,188

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 7,141

少数株主に係る包括利益 － 47
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,468 5,468

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,468 5,468

資本剰余金

前期末残高 1,873 1,873

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,873 1,873

利益剰余金

前期末残高 25,195 32,020

当期変動額

剰余金の配当 △941 △941

当期純利益 7,651 7,425

土地再評価差額金の取崩 114 120

当期変動額合計 6,824 6,605

当期末残高 32,020 38,625

自己株式

前期末残高 △9 △10

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △10 △10

株主資本合計

前期末残高 32,528 39,351

当期変動額

剰余金の配当 △941 △941

当期純利益 7,651 7,425

土地再評価差額金の取崩 114 120

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 6,823 6,604

当期末残高 39,351 45,956
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 219 395

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

176 △282

当期変動額合計 176 △282

当期末残高 395 113

繰延ヘッジ損益

前期末残高 － 1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1 △2

当期変動額合計 1 △2

当期末残高 1 △0

土地再評価差額金

前期末残高 4,072 3,958

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△114 △120

当期変動額合計 △114 △120

当期末残高 3,958 3,837

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 4,292 4,356

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

63 △405

当期変動額合計 63 △405

当期末残高 4,356 3,950

少数株主持分

前期末残高 1,652 2,109

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 456 △2,109

当期変動額合計 456 △2,109

当期末残高 2,109 －

純資産合計

前期末残高 38,473 45,817

当期変動額

剰余金の配当 △941 △941

当期純利益 7,651 7,425

土地再評価差額金の取崩 114 120

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 520 △2,515

当期変動額合計 7,343 4,089

当期末残高 45,817 49,907
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 13,980 11,614

減価償却費 3,011 2,981

受取利息及び受取配当金 △22 △30

支払利息 238 135

負ののれん発生益 － △1,806

親会社株式売却損益（△は益） － △232

減損損失 191 144

貸倒引当金の増減額（△は減少） △161 △305

賞与引当金の増減額（△は減少） △96 △154

退職給付引当金の増減額（△は減少） △475 △297

工事損失引当金の増減額（△は減少） △77 184

売上債権の増減額（△は増加） △8,234 △808

未成工事支出金の増減額（△は増加） 15,535 2,748

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 506 △133

仕入債務の増減額（△は減少） △9,961 △2,045

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,557 △76

その他 1,798 △1,166

小計 14,676 10,751

利息及び配当金の受取額 22 32

利息の支払額 △273 △135

法人税等の支払額 △5,801 △4,682

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,624 5,966

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 △11 △11

有形固定資産の取得による支出 △3,166 △3,009

有形固定資産の売却による収入 380 99

子会社株式の取得による支出 － △292

親会社株式の売却による収入 － 596

その他 △175 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,973 △2,658

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） △9,450 △900

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 3,000 △3,000

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 △8,473 △204

自己株式の取得による支出 △1 △46

配当金の支払額 △940 △940

少数株主への配当金の支払額 △8 △11

その他 △227 △148

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,800 △5,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,149 △1,944

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期末残高 ※ 5,305 ※ 3,361
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  該当事項はありません。 

  

 
  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事

項

 

  

（1）連結子会社の数 11社 

   主要な連結子会社の名称 

    北都電機㈱ 

    ㈱東京ビジネスソリューション 

    ㈱太九 

    ㈱太豊テクノス     

    太広産業㈱ 

      他６社

 なお、当連結会計年度より清算

が結了したため、太平舗道㈱及び

㈱響エコサイトの２社を連結の範

囲から除外しております。

  

（1）連結子会社の数 11社 

   主要な連結子会社の名称 

    北都電機㈱ 

    ㈱東京ビジネスソリューション 

    ㈱太九 

    ㈱太豊テクノス     

    太広産業㈱ 

      他６社

（2）非連結子会社の名称

    ㈲北都テック

    ㈲ホクトコーポレーション

    ㈲コスモエンジニアリング

   連結の範囲から除いた理由

 非連結子会社３社はいずれも小

規模会社であり合計の総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等はいずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

（2）非連結子会社の名称

    ㈲北都テック

    ㈲コスモエンジニアリング

       Siam Taihei Engineering  

   Co.,Ltd.

   連結の範囲から除いた理由

    同左

２ 持分法の適用に関する

事項

（1）持分法を適用した関連会社の数

    １社

   会社名

    広鉱技建㈱

（1）持分法を適用した関連会社の数

    １社

   会社名

    広鉱技建㈱

（2）持分法を適用しない非連結子会  

 社及び関連会社の名称

（2）持分法を適用しない非連結子会 

 社の名称

       ㈲北都テック        ㈲北都テック

       ㈲コスモエンジニアリング        ㈲コスモエンジニアリング

       Siam Taihei Engineering 

   Co.,Ltd.

       Siam Taihei Engineering 

   Co.,Ltd.

       ㈲ホクトコーポレーション   
   持分法を適用しない理由

   持分法非適用会社はそれぞれ当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分法

の適用から除外しております。

  持分法を適用しない理由

   同左

３ 連結子会社の事業年度

等に関する事項

連結財務諸表提出会社に同じ 同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

４ 会計処理基準に関する
事項

 (1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定)

有価証券

 その他有価証券

時価のあるもの

  同左

  時価のないもの

  移動平均法による原価法

デリバティブ

 時価法

たな卸資産

 未成工事支出金

   個別法による原価法

 その他のたな卸資産

 主として移動平均法による原価法

（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）

  時価のないもの

  同左

デリバティブ

  同左

たな卸資産

 未成工事支出金

   同左

 その他のたな卸資産

 同左

 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備は除く)につ

いては、定額法によっております。

有形固定資産(リース資産を除く)

 同左

無形固定資産(リース資産を除く)

 定額法によっております。 

 ただし、ソフトウエア(自社利用分)

については、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法によっており

ます。

無形固定資産(リース資産を除く)

 同左

リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リース 

 取引に係るリース資産 

  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によってお 

 ります。

リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リース 

 取引に係るリース資産 

  同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上

基準
貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒による損

失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等に

ついては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

貸倒引当金 

 同左

賞与引当金 

 連結子会社の従業員の賞与支給に備

えるため、次回賞与支給見込額を計上

しております。

賞与引当金 

 同左

役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備えるため、支給

見込額を計上しております。

役員賞与引当金 

 同左

完成工事補償引当金 

 完成工事に係る瑕疵担保等の費用に

備えるため、完成工事高に対する将来

の見積り補償額に基づいて計上してお

ります。

完成工事補償引当金 

 同左

工事損失引当金

 受注工事の損失発生に備えるため、

当連結会計年度末手持ち工事のうち、

損失の発生が見込まれ、かつ金額を合

理的に見積もることのできる工事につ

いて、損失見積額を計上しておりま

す。

工事損失引当金 

 同左

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産に基づき、当連結会計年

度末に発生していると認められる額を

計上しております。 

 過去勤務債務は、発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数

（７年）による定額法により費用処理

することとしております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(７年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしておりま

す。

退職給付引当金

 同左

役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度末要支給

額を計上しております。

役員退職慰労引当金 

 同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 (4) 重要な収益及び費用の

  計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基

準 

 当連結会計年度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

の見積りは原価比例法)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、工事進行基準による完成工事

高は35,463百万円であります。

（会計方針の変更） 

 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、当連結会計年度か

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、当連結会計年度に着手した工事契

約から、当連結会計年度末までの進捗

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

進捗度の見積りは原価比例法)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、当連結会計年度にかかる売

上高は9,781百万円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益

が、それぞれ1,117百万円増加しており

ます。

完成工事高及び完成工事原価の計上基

準 

 当連結会計年度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

の見積りは原価比例法)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、工事進行基準による完成工事

高は47,171百万円であります。

───
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日)

 (5) 重要なヘッジ会計の

方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま  

す。

 なお、振当処理の要件を満たして

いる為替予約については振当処理

に、特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては特例処理に

よっております。

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 a.ヘッジ手段・・・為替予約 

  ヘッジ対象・・・材料輸入によ 

  る外貨建買入債務等 

 b.ヘッジ手段・・・金利スワップ 

  ヘッジ対象・・・金利変動等に 

  よるキャッシュ・フロー変動の 

  可能性がある負債(借入金)のう 

  ち、キャッシュ・フローが固定 

  され、その変動が回避されうる 

  もの。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針 

 当社の社内規程である「デリバテ

ィブ取引管理規程」に基づき、為替

変動リスク及び金利変動リスクをヘ

ッジしております。 

 なお、当該規程にて、デリバティ

ブ取引は実需に伴うリスクヘッジの

ための取引に限定し、売買益を目的

とした投機的な取引は一切行わない

方針としております。

③ヘッジ方針

同左

 (6)連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲

④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間にかかるキャッシュ・フ

ロー変動額の累計又は為替相場の変

動を比較する方法によっておりま

す。 

 ただし、振当処理によっている為

替予約及び特例処理によっている金

利スワップについては、有効性の評

価を省略しております。

───

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

 (7)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

 消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

 同左

-19-

太平工業（株）（1819）　平成23年３月期決算短信



項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日)

５ 連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価

は、全面時価評価法によっておりま

す。

───

６ のれん及び負ののれん

の償却に関する事項

 負ののれんの償却については５年間

で均等償却を行っております。なお、

金額が僅少な場合には発生年度に全額

償却することとしております。

───

７ 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の

範囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、要求払預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

───
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

─── （資産除去債務に関する会計基準等）

 当連結会計年度より、「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。

（企業結合に関する会計基準等）

 当連結会計年度より、「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。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

 (連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、営業外収益「雑収入」に含

めて表示しておりました「保険事務手数料」（前連結会

計年度24百万円）については、営業外収益総額の10/100

を超えたため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。

 (連結損益計算書関係)

 当連結会計年度より、「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)を適用し、

「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示してお

ります。
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

１※１ このうち非連結子会社及び関連会社に対する

投資有価証券(株式)

                   183百万円

１※１ このうち非連結子会社及び関連会社に対する

投資有価証券(株式)

                   181百万円

２※２ 当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年

３月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律(平成11年３月31

日改正)に基づき、事業用土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を純資産の部に計上しておりま

す。

２※２ 当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年

３月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律(平成11年３月31

日改正)に基づき、事業用土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を純資産の部に計上しておりま

す。

    再評価の方法

     土地の再評価に関する法律施行令(平成10年

３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定

める路線価及び路線価のない土地は第２条第

３号に定める固定資産税評価額に基づいて、

奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出

しております。

  再評価を行った年月日 平成12年３月31日

  再評価を行った土地の 
  期末における時価と 
  再評価後の帳簿価額 
  との差額

5,373百万円

    再評価の方法

     土地の再評価に関する法律施行令(平成10年

３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定

める路線価及び路線価のない土地は第２条第

３号に定める固定資産税評価額に基づいて、

奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出

しております。

  再評価を行った年月日 平成12年３月31日

 再評価を行った土地の 
  期末における時価と 
  再評価後の帳簿価額 
  との差額

5,548百万円

 

３※３ 担保資産

  下記の資産は、営業保証金として差し入れておりま

す。

 現金預金  10 百万円

下記の資産は短期借入金124百万円（長期借入金か

らの振替分124百万円を含む）及び長期借入金209

百万円の担保に供しております。

建物・構築物 1,655百万円

機械、運搬具及び工具器具備品5,007

土地 1,919

計 8,582

 

３※３ 担保資産

  下記の資産は、営業保証金として差し入れておりま

す。

 現金預金 10 百万円

下記の資産は短期借入金124百万円（長期借入金か

らの振替分124百万円を含む）及び長期借入金84百

万円の担保に供しております。

建物・構築物 1,307百万円

機械、運搬具及び工具器具備品4,712

土地 1,190

計 7,210

 

４ 保証債務

   下記の銀行借入金等について保証を行っておりま

す。

諸口(住宅ローン) 71百万円

４ 保証債務

   下記の銀行借入金等について保証を行っておりま

す。

諸口(住宅ローン) 59百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性 

 の低下による簿価切下額

売上原価 205百万円

１※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性 

 の低下による簿価切下額

売上原価 42百万円

 

２※２ このうち、主要な費目及び金額は、次のとおり

です。

従業員給料手当 3,927百万円

賞与引当金繰入額 141

役員賞与引当金繰入額 22

退職給付費用 228

役員退職慰労引当金繰入額 35

貸倒引当金繰入額 68

   研究開発費

   一般管理費に含まれる研究開発費の総額は101百

万円です。

 

２※２ このうち、主要な費目及び金額は、次のとおり

です。

従業員給料手当 3,888百万円

賞与引当金繰入額 140

退職給付費用 236

役員退職慰労引当金繰入額 33

      研究開発費

   一般管理費に含まれる研究開発費の総額は150百

万円です。

３※３ 設備補償に係るものであります。 ３※３ 同左

４※４ 負ののれん発生益は、連結子会社である北都電

機株式会社が自己株式を取得したこと及び、当社

が同連結子会社の株式を追加取得したことによ

り、当社の議決権保有割合が増加したため発生し

たものであります。

 

４※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。

 機械、運搬具及び工具器具備品  11百万円

───

 

５※５  固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。

 土地  12百万円

 その他   1

 計  14  
 

───

６※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

 建物・構築物 106百万円

 機械、運搬具及び工具器具備品  22  

 撤去費用他 137  

 計 266 

５※５ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

建物・構築物  69百万円

機械、運搬具及び工具器具備品  14

撤去費用他  74

計 158
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  

※１  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

※２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

 (追加情報) 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号)を適用しておりま

す。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。 

  

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

７※７ 減損損失

 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上

しております。

用途 種類 場所
金 額
(百万円)

処分見込 土地・建物他 大阪府堺市他 131

賃貸 土地・建物他 千葉県富津市 24

遊休 土地・建物他 愛知県東海市他 36

合  計 191

 処分見込資産については、従来福利厚生施設として使

用しておりましたが、処分することとなったため、賃貸

資産については、収益性が低下したため、また遊休資産

については今後の利用価値もないため、減損損失を認識

しました。 

 減損損失の内訳は、土地140百万円、建物・構築物他

51百万円であります。

 

６※６ 減損損失

 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上

しております。

用途 種類 場所
金 額
(百万円)

処分 土地・建物他 兵庫県姫路市 122

遊休 土地・建物 福岡県遠賀郡他 21

合  計 144

 処分資産については、従来福利厚生施設として使用し

ておりましたが、売却することとなったため、遊休資産

については今後の利用価値もないため、減損損失を認識

しました。 

 減損損失の内訳は、土地130百万円、建物・構築物13

百万円であります。

（グルーピングの方法）

 事業部・支店別を基本単位とし、賃貸用不動産及び将

来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々

の物件単位でグルーピングをしております。

（グルーピングの方法）

  同左

（回収可能価額の算定方法等）

 処分見込資産は売却予定額等による正味売却価額を適

用しております。賃貸資産は使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを６%で割り引いて算定し

ております。遊休資産は主として公示価格に基づいた正

味売却価額を適用しております。

（回収可能価額の算定方法等）

 処分資産は売却予定額による正味売却価額を適用し、

遊休資産は主として公示価格に基づいた正味売却価額を

適用しております。

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 7,829百万円

少数株主に係る包括利益 464   〃  

計 8,294百万円

その他有価証券評価差額金 196百万円

繰延ヘッジ損益 1   〃  

持分法適用会社に対する持分相当額 1   〃  

計 200百万円
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加      3,472株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

      該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 78,465,113 ― ― 78,465,113

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 25,690 3,472 ― 29,162

決議 株式の種類
配当金の総額
 （百万円）

１株当たり配当額
 （円）

基準日 効力発生日

平成21年6月26日 
定時株主総会

普通株式 941 12 平成21年3月31日 平成21年6月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年6月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 941 12 平成22年3月31日 平成22年6月30日
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加       1,685株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 78,465,113 ― ― 78,465,113

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 29,162 1,685 ― 30,847

決議 株式の種類
配当金の総額
 （百万円）

１株当たり配当額
 （円）

基準日 効力発生日

平成22年6月29日 
定時株主総会

普通株式 941 12 平成22年3月31日 平成22年6月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年6月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 941 12 平成23年3月31日 平成23年6月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金預金勘定 5,327百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △22

現金及び現金同等物 5,305
 

 

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金預金勘定 824百万円

預け金勘定 2,547

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △10

現金及び現金同等物 3,361
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、全社的な観点から経営管理・評価をする事業分野別としており、取締役会

等において定期的に報告される対象となっているものであります。 

 当社の事業分野は、事業の内容、その経済的特徴等を考慮し、「エンジニアリング」と「操業」の２

つを報告セグメントとしております。 

 「エンジニアリング」は、機械・電気計装・システム・土木・建築のエンジニアリング（企画・設

計・製作・施工）およびメンテナンス（整備）の業務を範囲とし、「操業」は、鉄鋼生産設備等の操業

を範囲としております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益、資産その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。 

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益、資産その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製品販売等を含んでおります。 

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
調整額 

 
連結財務諸表

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 133,462 23,440 156,903 10,789 167,693 ― 167,693

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

211 ― 211 6,518 6,730 △6,730 ―

計 133,674 23,440 157,115 17,308 174,423 △6,730 167,693

セグメント利益 
（経常利益）

13,055 536 13,591 497 14,089 251 14,341

セグメント資産 60,818 13,615 74,434 10,197 84,632 28,280 112,912

その他の項目

 減価償却費 748 1,398 2,146 413 2,559 452 3,011

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

703 1,922 2,625 260 2,886 813 3,700
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製品販売等を含んでおります。 

  

   (追加情報) 

当連結会計年度より「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。 

  

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
調整額 

 
連結財務諸表

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 106,697 24,974 131,671 10,763 142,435 ― 142,435

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

154 ― 154 5,078 5,233 △5,233 ―

計 106,851 24,974 131,826 15,842 147,668 △5,233 142,435

セグメント利益 
（経常利益）

8,076 972 9,049 288 9,337 547 9,885

セグメント資産 56,925 14,347 71,272 9,282 80,554 26,394 106,948

その他の項目

 減価償却費 725 1,484 2,209 367 2,577 404 2,981

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

718 1,134 1,853 166 2,019 243 2,263

(関連情報)

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

新日本製鐵株式会社 91,365 エンジニアリング及び操業
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 「エンジニアリング」セグメントにおいて連結子会社である北都電機株式会社が自己株式を取得した

こと及び、当社が同連結子会社の株式を追加取得したことにより、当社の議決権保有割合が増加し、負

ののれん発生益を特別利益に計上いたしました。 

 なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当連結会計年度においては1,806百万円であり

ます。 

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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   前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 関連当事者との取引 

 (１)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

 (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

 
(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 建設工事の受注及び生石灰等の販売に関しては、一般取引と同様に個別案件ごとに当社見積を提示し、価格

交渉の上決定しております。 

 (イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等 

 
(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 建設工事の受注に関しては、一般取引と同様に個別案件ごとに当社見積を提示し、価格交渉の上決定してお

ります。 
  

(関連当事者情報)

種類
会社等
の名称

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合

関連当事者との関係

その
他の
関係
会社

新日本
製鐵株
式会社

東京都
千代田 
区

419,524 鉄鋼の製造及
び販売

直接 35.7％
間接 1.8％
計 37.5％

・同社より機械・電気設備及び計測制
 御システムの設計・製作・据付及び 
 運転・整備、建築土木工事を受注 
・役員の兼任

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

・建設工事の受注 
・生石灰等の販売

98,785

受取手形・
完成工事未収入金等

25,372

未成工事受入金 194

種類
会社等
の名称

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合

関連当事者との関係

その
他の
関係
会社
の子
会社

新日鉄
エンジ
ニアリ
ング株
式会社

東京都
品川区

15,000 産業機械・装

置、鋼構造物等

の製造販売、建

設工事の請負、

廃棄物処理・再

生処理事業、電

力・ガス・熱等

供給事業

なし 同社より、機械設備の設計・製作・据付
及び建築土木工事を受注

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

建設工事の受注 2,901
受取手形・
完成工事未収入金等

2,622
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(２)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

 (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

 
(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 建設工事の受注に関しては、一般取引と同様に個別案件ごとに見積を提示し、価格交渉の上決定しておりま

す。 
  

 (イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等 

   記載すべき重要なものはありません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(１)親会社情報 

該当事項はありません。 

(２)重要な関連会社の要約財務情報 

記載すべき重要なものはありません。 

  

  

   当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 関連当事者との取引 

 (１)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

 (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

 
(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 建設工事の受注及び生石灰等の販売に関しては、一般取引と同様に個別案件ごとに当社見積を提示し、価格

交渉の上決定しております。 

種類
会社等
の名称

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合

関連当事者との関係

その
他の
関係
会社

新日本
製鐵株
式会社

東京都
千代田 
区

419,524 鉄鋼の製造及
び販売

なし 同社より電気設備及び計測制御システム
の設計・製作・据付及び運転・整備を受
注

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

建設工事の受注 7,413
受取手形・
完成工事未収入金等

1,371

種類
会社等
の名称

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合

関連当事者との関係

親会
社

新日本
製鐵株
式会社

東京都
千代田 
区

419,524 鉄鋼の製造及
び販売

直接 40.1％
間接 1.8％
計 41.9％

・同社より機械・電気設備及び計測制
 御システムの設計・製作・据付及び 
 運転・整備、建築土木工事を受注 
・役員の兼任

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

・建設工事の受注 
・生石灰等の販売

85,969

受取手形・
完成工事未収入金等

32,926

未成工事受入金 1
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 (イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等 

 
(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)建設工事の受注については、一般取引と同様に個別案件ごとに当社見積を提示し、価格交渉の上決定してお

ります。 

(2)資金の預託については、当社の余剰資金運用の一環として行っているものであり、随時、預託及び回収が可

能なものであります。 なお、利率については、市場金利を勘案し、一般の取引条件と同様に決定しておりま

す。 

  

(２)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

記載すべき重要なものはありません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(１)親会社情報 

新日本製鐵株式会社（上場証券取引所：東京、大阪、名古屋、福岡、札幌） 

(２)重要な関連会社の要約財務情報 

記載すべき重要なものはありません。 

  

種類
会社等
の名称

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の

所有(被所有)割合
関連当事者との関係

同一
の親
会社
を持
つ会
社

新日鉄
エンジ
ニアリ
ング株
式会社

東京都
品川区

15,000 産業機械・装

置、鋼構造物等

の製造販売、建

設工事の請負、

廃棄物処理・再

生処理事業、電

力・ガス・熱等

供給事業

―
同社より、機械設備の設計・製作・据付
及び建築土木工事を受注

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

建設工事の受注 1,471
受取手形・
完成工事未収入金等

1,304

ニッテ
ツ室蘭
エンジ
ニアリ
ング株
式会社

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の

所有(被所有)割合
関連当事者との関係

北海道
室蘭市

200 機械設備等の設

計・製作・販売

工事施工

― 同社より、機械設備の設計・制作・据付
及び整備、建築土木工事を受注

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

建設工事の受注 1,953

受取手形・
完成工事未収入金等

1,099

未成工事受入金 1

ニッテ
ツ・フ
ァイナ
ンス株
式会社

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の

所有(被所有)割合
関連当事者との関係

東京都
千代田 
区

1,000 金銭の貸付、金

銭債権の買取 ―
資金の預託先

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

資金の預入 2,547 預け金 2,547
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

  ２  １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

  

    該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 557.24円 636.29円

１株当たり当期純利益 97.55円 94.68円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

（平成22年３月31日）
当連結会計年度

（平成23年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 45,817 49,907

普通株式に係る純資産額(百万円) 43,708 49,907

差額の主な内訳(百万円) 

 少数株主持分

 

2,109

 

―

普通株式の発行済株式数（千株） 78,465 78,465

普通株式の自己株式数（千株） 29 30

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数（千株）
78,435 78,434

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 7,651 7,425

普通株式に係る当期純利益(百万円) 7,651 7,425

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数（千株） 78,438 78,435

(重要な後発事象)
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当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当連結会計年度における外部顧客に対する売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりでありま
す。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５.その他

(1)受注及び売上の状況

 ①受注実績

セグメントの名称

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

（百万円）

前年同期比(％)

エンジニアリング 111,098 ―

操業 24,952 ―

その他 10,794 ―

合計 146,845 ―

 ②売上実績

セグメントの名称

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

（百万円）

前年同期比(％)

エンジニアリング 106,697 ―

操業 24,974 ―

その他 10,763 ―

合計 142,435 ―
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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 前連結会計年度 当連結会計年度

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22年３月31日 至平成23年３月31日

エンジ
ニアリ
ング

機械 45,611 46,701 1,090 2.4

電気計装・システム 18,282 18,866 583 3.2

建設 32,701 33,530 828 2.5

計 96,595 99,099 2,503 2.6

操業 23,444 24,952 1,508 6.4

その他 8,232 8,491 258 3.1

合計 128,272 132,543 4,270 3.3

２．売上高 (単位：百万円)

事業年度 前連結会計年度 当連結会計年度

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22年３月31日 至平成23年３月31日

エンジ
ニアリ
ング

機械 52,370 44,123 △8,247 △15.7

電気計装・システム 23,221 16,499 △6,722 △29.0

建設 43,581 33,997 △9,584 △22.0

計 119,174 94,620 △24,554 △20.6

操業 23,440 24,974 1,533 6.5

その他 8,232 8,491 258 3.1

合計 150,848 128,085 △22,762 △15.1

３．繰越高 (単位：百万円)

事業年度 前連結会計年度末 当連結会計年度末
比較増減（△） 増減率（△）％

区分 平成22年３月31日 平成23年３月31日

エンジ
ニアリ
ング

機械 9,986 12,564 2,578 25.8

電気計装・システム 4,693 7,061 2,367 50.4

建設 11,587 11,120 △466 △4.0

計 26,268 30,747 4,479 17.1

操業 37 15 △21 △57.2

その他 ― ― ― ―

合計 26,305 30,763 4,457 16.9
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１）代表者の異動 

①新任代表取締役候補者 

 
②退任予定代表取締役 

 
２）その他役員の異動 

①新任取締役候補者 

 
②新任監査役候補者 

 
③退任予定取締役 

 
④退任予定監査役 

 
⑤役職名等の異動 

 
  

(2)役員の異動（平成23年６月29日付予定）

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

松山    茂
代表取締役副社長 
人事、総務、財務担当

取締役副社長 
人事、人材開発、総務、法務、情報
システム、財務、内部統制推進、地
域総務総括担当

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

 加藤   正造 顧問
代表取締役副社長 
各事業部、各支店、安全環境、技術
総括、統括営業、技術開発担当

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

江本   寛
取締役常務執行役員 
建設事業部長

常務執行役員 
八幡支店長

小泉 進一
取締役執行役員 
電計・システム事業部長

執行役員 
システムソリューション事業部長 
情報システム部長

諸石 宏明
取締役執行役員 
経営企画部長

執行役員 
堺支店長

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

片山 英木 監査役(社外監査役)
青山学院大学大学院会計プロフェッ
ション研究科教授

氏名 退任後の就任内定役職名等 現在の役職名等

森    省三 顧問
取締役常務執行役員 
機械事業部長

笹田 敬雄
執行役員 
統括営業部長

取締役執行役員 
経営企画部長

氏名 現在の役職名等

吉井    毅  監査役（社外監査役）

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

佐々木 康夫
取締役専務執行役員 
機械事業部長

取締役常務執行役員 
建設事業部長
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①新任予定執行役員 

 
②退任予定執行役員 

 
③役職名等の異動 

 
  

   ④重要な使用人の異動 

(3)執行役員等の異動（平成23年６月29日付予定）

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

河津 千尋
執行役員 
室蘭支店長

参与 
室蘭支店長

中西    毅
執行役員 
釜石支店長

参与 
釜石支店長

三浦 直人
執行役員 
機械事業部副事業部長

参与 
機械事業部副事業部長

葛城 弘明
執行役員 
大分支店長

大分支店製鋼生産部長 
大分支店厚板生産部長

野村 育世
執行役員 
広畑支店長

参与 
社長付

氏名 退任後の就任内定役職名等 現在の役職名等

大原 哲矢 虹技株式会社 監査役
常務執行役員 
東海支店長

原田 安幸 顧問
執行役員 
建設事業部企画調整部長

松本   満 北都電機株式会社 代表取締役社長
執行役員 
電計事業部長

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

詫摩 賢治
常務執行役員 
君津支店長

執行役員 
建設事業部副事業部長

秋岡 眞人
執行役員 
社長特命事項

執行役員 
パーティクルボード事業部長

本郷 裕一
執行役員 
社長特命事項

執行役員 
統括営業部長

川崎    篤
執行役員 
人事部人材開発部長

執行役員 
人材開発部長

岡本 芳行
執行役員 
機械事業部副事業部長

執行役員 
広畑支店長

近藤     透
執行役員 
東海支店長

執行役員 
大分支店長

嶋    哲男
執行役員 
八幡支店長

執行役員 
君津支店長

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

後藤     卓
参与 
パーティクルボード事業部長

参与 
パーティクルボード事業部営業部長

玉置 隆政
参与 
堺支店長

技術総括部生産企画部長
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