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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） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 41,140 △2.8 1,322 △42.6 1,260 △43.7 747 △40.5

22年3月期 42,337 △14.9 2,305 △38.3 2,238 △37.1 1,255 △40.6

（注）包括利益 23年3月期 711百万円 （△45.7％） 22年3月期 1,308百万円 （―％）

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 108.83 22.24 8.2 4.8 3.2
22年3月期 188.46 37.37 15.3 8.1 5.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 25,526 9,364 36.7 837.71
22年3月期 27,125 8,778 32.4 744.55

（参考） 自己資本   23年3月期  9,363百万円 22年3月期  8,777百万円

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 △598 22 △421 2,521
22年3月期 1,288 △497 △584 3,541

2.  配当の状況 

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。なお、当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式の配当の状況については、「種類
株式の配当の状況」をご覧下さい。また、24年3月期（予想）の配当性向（連結）は、優先株式の配当金が未定のため、当期の優先株式の配当年率を使用した配
当金を控除した1株当たり当期純利益で算出しております。 

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00 63 5.3 1.5
23年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 63 9.2 1.3

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 14.3

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）

（注）通期の１株当たり当期純利益は、優先株式の配当金が未定のため、当期の優先株式の配当年率を使用した配当金を当期純利益から控除し、算出してお
ります。 

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) 19,000 △14.8 370 △64.8 320 △68.1 170 △72.5 26.84
通期 39,000 △5.2 1,050 △20.6 980 △22.2 500 △33.1 69.79



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、14ページ「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年3月期 7,220,950 株 22年3月期 7,220,950 株

② 期末自己株式数 23年3月期 887,838 株 22年3月期 887,329 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 6,333,376 株 22年3月期 6,334,087 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） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 37,434 △5.1 1,141 △45.2 1,140 △44.7 675 △40.9

22年3月期 39,456 △16.0 2,084 △41.0 2,063 △39.1 1,142 △42.7

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 97.51 20.11
22年3月期 170.55 33.99

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 24,841 9,257 37.3 820.95
22年3月期 26,824 8,734 32.6 737.71

（参考） 自己資本 23年3月期  9,257百万円 22年3月期  8,734百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（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）

（注）通期の１株当たり当期純利益は、優先株式の配当金が未定のため、当期の優先株式の配当年率を使用した配当金を当期純利益から控除し、算出してお
ります。 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 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きは
終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 なお、業績予想の前提となる条件等については、2ページから5ページの「１．経営成績」をご覧下さい。 

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) 17,800 △11.1 280 △69.2 280 △69.5 150 △73.6 23.69
通期 36,500 △2.5 960 △15.9 900 △21.1 450 △33.4 61.90



    
 

 
 

種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおり 

です。 
○Ｂ種株式(優先株式)  
 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 

配当金総額
(年間)  

  円  銭  厘  円  銭  厘  円  銭  厘  円  銭  厘  円  銭  厘 百万円 

22 年 3 月期 
23 年 3 月期 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

12  39  2 
11 60  0 

12  39  2 
11  60  0 

61 
58 

24 年 3 月期（予想） ― ― ― 未定 未定 ― 
 
（注）平成 24 年 3 月期の予想につきましては、配当年率が平成 24 年 4 月 1 日の日本円 TIBOR（6 ヶ月物）

に 1.00％を加えた率による予定のため、現時点では未定とさせていただきます。 
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(1）経営成績に関する分析 
（当期の経営成績） 
  当期におけるわが国経済は、景気回復の遅れはあったものの、インド・中国等新興国を中心とする海外経済の改善
や各種政策効果のもと、一部に改善の兆しが見え始めておりました。しかしながら、3月11日に発生いたしました、
東日本大震災の影響により、先行きの情勢を見極めることが困難な状況となっております。 
  当社グループの関連するプラント業界におきましては、東日本大震災により、国内の製造設備を被災され、プラン
ト停止を余儀なくされているお客様も数多く、又、生産拠点の海外シフトの流れが継続する中、国内の設備投資は不
透明な状況が続いており、当社グループを取り巻く経営環境は、厳しい状況が継続しております。 
 このような情勢の中、当社グループは、平成18年度から平成22年度までの『新中期経営計画』を推進してまいりま
したが、最終年度である当期においても、当社グループの目指すべき姿である真の『屈強なパートナー企業』、つま
り、設備技術のプロフェッショナルとしての提供価値を高めていくために、当計画の各重点施策を着実に実行してま
いりました。 
 当期における重点施策の進捗状況は、次のとおりであります。 
  ① 既存事業の体質強化 
    当期は、製鉄プラントや化学プラント関係のお客様の生産調整に復調の兆しが見られ、設備の稼働率も向上
   してきておりましたが、国内における設備投資案件は、依然として少ない状況が続いております。このような
   状況下、当社グループといたしましては、激変する環境に即応するための早期の情報収集と採算性確保を重視
   した営業活動を推進するとともに、受注時点での工事利益の確保、工事管理の徹底、コストダウン等の諸施策
   に努めてまいりました。 
    なお、東日本大震災の発生直後より、「顧客設備復旧対策本部」を立ち上げ、お客様の動向及び対応状況等
   につきましても、情報の収集を図っております。お客様の一部では、少しずつ復旧対策工事が始まっておりま
   すが、本格的な復旧対応はこれからの動きになるのではないかと予想されます。 
  ② 経営資源戦略 
    団塊世代を中心とする熟練技能社員の定年退職による自然減少及び技能社員全体の年齢構成が変化してきて
   いる中、当社グループでは、年満再雇用制度に基づく定年後５年間の再雇用を行うとともに、当社グループの
   将来を担う新入社員については、長期の採用計画に基づき一定数の採用活動も継続しております。従来から実
   施しております長期集合教育においても、多様性と専門性を持った人材育成を主眼として、若年技能社員の技
   能力向上、技能伝承を図っており、柔軟な要員配置等に対応できるように、全社組織能力の向上を推進してお
   ります。加えて、協力会社の管理・育成強化を推進することで、当社グループ施工体制のレベルアップにも努
   めております。 
    なお、東日本大震災による当社グループ従業員の人的被害はありませんでした。また、本社・営業所・工場
   等の建物損壊等もなく、通常どおりの操業を行っております。 
  ③ 新規事業／ビジネスモデルの育成 
    新規事業につきましては、超音波装置事業を中心に進めております。超音波切断装置につきましては、株式
   会社アルテクス殿との業務提携に基づき、商品開発、事業化に向けた機能の構築と体制整備等を推進しており
   ます。平成22年12月に東京幕張で開催されたセミコンジャパン2010では、難切材であるＳｉＣ(炭化ケイ素)や
   ＬＴＣＣ(低温同時焼成セラミックス)などの高速切断とブレードの耐久性向上を実現した『超音波カッティン
   グ装置』（オートタイプＣＳＸ）の実機を出展いたしました。現在、同装置の量産に向けての製品化を進めて
   おり、販売に向けたビジネス展開を図っております。 
    また、他の新規事業につきましても、『新ビジネスモデル創出型企業』を目指し、早期に当社グループ事業
   の一翼を担えるよう更なる拡販に向けた取り組みを継続しております。 
  ④ 財務戦略の構築 
    資本政策の中で最大の課題であります優先株式の処理につきましては、優先株主様に対して、既に平成21年
   ３月23日付でＢ種株式５株につき、Ｄ種株式４株及びＥ種株式１株に転換できる権利が発生いたしております
   が、その後も権利行使はされずに優先株式をそのまま所持していただいております。 
    今後も当株式の処理につきましては、優先株主様のご意向を確認するとともに、株式市場への影響を慎重に
   考慮しながら、早期の処理を目指し、財源の確保も含め、最善の施策を行ってまいる所存であります。 
  
 このような諸施策を推進してまいりましたが、売上面につきましては、国内において、製鉄プラントの大型投資案
件の減少や石油・天然ガスプラントの大型定修工事の減少に加え、熾烈な価格競争等により、連結売上高は、11億9
千7百万円減の411億4千万円(前期比2.8％減)となりました。 

１．経営成績
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 また、損益面につきましても、売上高の減少に加え、一部の大型工事において、納期を厳守するために計画以上の
要員確保や資機材の投入に多額の費用が発生し、誠に遺憾ながら、連結営業利益は9億8千2百万円減の13億2千2百万
円(前期比42.6％減)、連結経常利益は、9億7千8百万円減の12億6千万円(前期比43.7％減)、連結当期純利益は、5億8
百万円減の7億4千7百万円(前期比40.5％減)となりました。 
  
（次期の見通し） 
 今後のわが国経済の見通しにつきましては、引き続き雇用・所得環境の不安や個人消費の落ち込みなどの厳しい経
営環境に加え、東日本大震災の経済に与える影響が懸念され、景気の先行きに予断を許さない状況が続くものと思わ
れます。 
 当社グループの関連するプラント業界におきましては、東日本大震災により、原子力工事案件をはじめ、他分野の
工事案件においても、計画の大幅な見直しを余儀なくされております。一時的には震災後の復旧対応工事が発生する
ことが考えられるものの、一方では、予定されていた工事案件が延期や中止になることも考えられ、年間を通じて
は、お客様の国内における設備投資の停滞、工事量の減少、熾烈な価格競争等により、当社グループを取り巻く経営
環境は、厳しい状況で推移するものと予想されます。 
 このような状況下、平成23年度よりスタートさせる予定でありました『次期中期経営計画』も、計画内容の見直し
並びにスタート時期の延期を余儀なくされる状況にありますが、当社グループといたしましては、今後も、如何なる
環境にあってもお客様から「選ばれる」「頼りにされる」「安心して任せられる」企業を目指し、目標利益を確保す
ることで、安定した経営基盤の確立に向け、着実に前進してまいります。 
 その為には、安全・品質管理、コンプライアンスの徹底、さらには内部統制の強化等、企業の信頼性向上に向けた
リスク管理体制の強化を図ることはもちろん、お客様のニーズに的確かつ迅速に応えられるよう当社グループ一丸と
なって取り組み、事業の中核である製鉄・化学等の既存分野において、確固たる成果を上げていくとともに、新たに
海外分野、装置事業分野への取り組みを推進してまいります。 
 平成23年４月１日には、当社グループ経営の基本方針や将来ビジョンに基づく事業戦略の達成並びに将来に向けて
の飛躍を期すために、下記のとおり組織改正を実施いたしました。今後は、経営資源である人材の有効活用と機動性
を最大限に発揮し、徹底した体質強化を推進してまいります。 
  ①「第一事業本部」と「第二事業本部」の統合による「プラント事業本部」の新設 
    当社グループは、平成18年度より、事業分野別の二事業本部制の導入による運営体制をとり、一定の成果を
   あげてまいりましたが、今後、更に変化が激しく先行き不透明な経営環境が予想される中、「将来性の見極め
   に基づく事業フィールドの見直し」、「経営資源（人材）の再配置と効率的な運営」、「組織能力の向上」等
   全社的な実行を促すために、現行の「第一事業本部」と「第二事業本部」を統合し、「プラント事業本部」を
   新設いたしました。 
    これにより、全社的な要員配置・事業所間の要員シフト等人材の柔軟かつ機動的な活用・交流を図るととも
   に、これまでの「第一事業本部」と「第二事業本部」の重複業務の削減による業務の効率化及び統合による全
   社調整機能の向上等を目指してまいります。 
  ②「新規事業部」と「技術本部エレクトロニクス部」の統合による「装置事業部」の新設 
    これまで、当社グループの装置事業において、超音波切断装置などの開発・製造・販売・量産化を目指し 
   てきた「新規事業部」と、従来より枚葉(まいよう)洗浄装置などのエレクトロニクス関連装置を手掛けてきた
   「技術本部エレクトロニクス部」を統合し、「装置事業部」を新設いたしました。 
    これにより、装置事業に関する経営資源の集中と運営方針や管理の一本化により、「ＴＡＫＡＤＡブラ 
   ンド」の装置販売を加速させてまいります。 
  ③「海外管理部」の新設 
    今後、東南アジアやその周辺諸国に対して海外事業の拡大及び管理強化を図るために、これまで「事業統括
   部」内にあった「海外管理グループ」の機能を分離独立させ、「海外管理部」を新設いたしました。今後、営
   業本部東南アジア支店との連携により、当社海外子会社を含めた海外事業展開を行ってまいります。 
  
 上記の組織改正等も踏まえ、当社グループといたしましては、「プラント事業」、「装置事業」を展開し、計画数
値達成に向けて鋭意努力するとともに、事業計画に基づく諸施策の確実な実行とモニタリングを通じて、提供するサ
ービスの付加価値向上、利益体質定着に向けた「体質強化」を推進し、「新ビジネスモデル創出型企業」を目指して
まいります。 
 加えまして、残る優先株式の処理につきましても、優先株主様のご意向を確認しながら、早期に処理できるよう、
財務体質の更なる健全化に向けて、邁進いたす所存であります。 
 なお、平成24年3月期の通期の業績予想につきましては、連結売上高390億円、連結営業利益10億5千万円、連結経
常利益9億8千万円、連結当期純利益5億円を見込んでおります。  
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(2）財政状態に関する分析 
  ①資産、負債及び純資産の状況 
     当連結会計年度末の資産合計は、255億2千6百万円で前連結会計年度末より15億9千8百万円減少となりました。 
       減少の主な要因は、受取手形と完成工事未収入金が9億4千6百万円増加したものの、現金及び預金が13億9千3百万 
       円、未成工事支出金が7億8千１百万円減少したこと等によるものです。 
     負債合計は、161億6千2百万円で、前連結会計年度末より21億8千4百万円減少しました。減少の主な要因は、支 
       払手形・工事未払金等で17億4千3百万円、未払法人税等で3億9千7百万円、長・短借入金が2億8千6百万円減少し 
       たこと等によるものです。 

 純資産は、93億6千4百万円で、前連結会計年度末より5億8千5百万円増加となりました。増加の主な要因は、利
益剰余金が6億2千1百万円増加したことによるものです。 

  ②キャッシュ・フローの状況 
     当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ 
       10億2千万円減少し、25億2千1百万円となりました。 
    （営業活動によるキャッシュ・フロー）  
       当連結会計年度の営業活動による資金収支は5億9千8百万円の支出（前連結会計年度12億8千8百万円の収入）

となりました。 
      これは主に、税金等調整前当期純利益12億8千2百万円の収入と売上債権の増加額9億5千万円、仕入債務の減

少額17億3千9百万円の支出によるものです。 
    （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
       投資活動による資金収支は2千2百万円の収入（前連結会計年度4億9千7百万円の支出）となりました。 
      これは主に、定期預金の払戻による収入4億3千5百万円と有形及び無形固定資産の取得による支出3億7千7百

万円によものです。 
    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
       財務活動による資金収支は4億2千1百万円の支出（前連結会計年度比27.9％減少）となりました。 
      これは主に、長期借入金の返済による支出3億5千6百万円と配当金の支払額1億2千4百万円によるものです。 
     ③キャッシュ・フロー指標  

    （注）株主資本比率 ： 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 
       債務償還年数 ： 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／利払い 
     ※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(自己株式控除後)により算出しております。 
     ※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象 
      としており、また、営業キャッシュ・フロー及び利払いについては、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」及び「利息の支払額」を使用しております。 
          
(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
 利益配分に関する基本方針といたしましては、収益に応じて、株主の皆様へ安定的な利益配当を継続することを最
重要政策としつつ、将来に向けての企業体質の強化や研究開発及び設備投資等に資するための内部留保を充実するこ
とを基本としております。 
 当期の剰余金の配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開並びに財務状況等を総合的に勘案し、株主の
皆様への日頃のご支援にお応えするため、普通株式１株当たりの配当金として10円の配当を予定いたしております。 
 なお、優先株式の配当金は、発行要領の定めに従い１株につき11円60銭の配当を予定いたしております。 
 また、次期の配当につきましては、普通株式の配当金として１株につき10円、優先株式の配当金は発行要領の定め
に従い配当をいたす予定であります。 

  

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 (％) 26.9 32.4 36.7 

時価ベースの自己資本比率(％) 10.3 8.2 8.3 

債 務 償 還 年 数(年) 1.7 4.8 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 25.2 10.3 ― 
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(4）事業等のリスク 
 当社グループの事業に関するリスクにつきまして、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項に
は、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信提出日現在において当社グ
ループが判断したものであります。 
 ① 受注価額下落のリスク 
   当社グループの関連するプラント業界におきましては、国内の経済変動や国際情勢に大きく影響を受けやすい
  傾向にあるため、景気が低迷した場合には、国や企業の設備投資の抑制や受注競争激化に伴う、受注価額の下落
  などにつながり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 ② 資材価格変動のリスク 
   資材価格等が著しく上昇し、それを工事金に反映することが困難な場合には、業績に影響を及ぼす可能性があ
  ります。 
 ③ 製品欠陥のリスク 
   品質管理には万全を期しておりますが、瑕疵担保責任及び製造物責任による損害賠償が発生した場合には、業
  績に影響を及ぼす可能性があります。 
 ④ 労働災害のリスク 
   安全対策には万全を期しておりますが、労働災害が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能性がありま 
  す。 
 ⑤ 取引先の信用リスク 
   工事金を受領する前に取引先が信用不安に陥った場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 ⑥ 災害のリスク 
   地震、台風等の自然災害によって、正常な事業活動ができなった場合には、業績に影響を及ぼす可能性があり
  ます。 

  

(1）会社の経営の基本方針 
 平成19年3月期中間決算短信（平成18年11月16日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を
省略いたします。 
  当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 
  （当社ホームページ）http://www.takada.co.jp/ir.html 

   
(2）目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 
 平成19年3月期中間決算短信（平成18年11月16日開示）により開示を行った『新中期経営計画』(平成18年度～平成
22年度)が終了し、平成23年度より『次期中期経営計画』をスタートさせる予定でありましたが、平成23年3月11日の
東日本大震災により、計画内容の見直し並びにスタート時期の延期を余儀なくされている状況にあります。『次期中
期経営計画』の内容につきましては、改めて公表できる時期がまいりましたら、適時開示いたします。 
   

２．経営方針
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

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   
現金及び預金 3,884,234 2,491,143 
受取手形 973,822 1,222,544 
完成工事未収入金 11,000,948 11,699,016 
有価証券 60,000 60,000 
未成工事支出金 2,090,763 1,308,776 
その他のたな卸資産 26,262 25,308 
繰延税金資産 237,028 53,187 
その他 151,703 95,359 
貸倒引当金 △3,535 △5,953 

流動資産合計 18,421,228 16,949,382 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 8,119,648 8,278,111 
機械、運搬具及び工具器具備品 4,514,126 4,500,585 
土地 4,045,444 4,045,444 
建設仮勘定 620 － 
その他 31,630 80,398 
減価償却累計額 △9,555,175 △9,737,270 

有形固定資産合計 7,156,295 7,167,269 
無形固定資産 371,231 304,900 
投資その他の資産   
投資有価証券 438,719 378,018 
長期貸付金 41,764 35,191 
敷金及び保証金 167,569 162,408 
繰延税金資産 341,465 367,240 
その他 187,007 162,064 
投資その他の資産合計 1,176,526 1,104,922 

固定資産合計 8,704,052 8,577,092 

資産合計 27,125,281 25,526,475 
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（単位：千円）

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 8,286,851 6,542,942 
短期借入金 5,816,000 5,746,000 
未払費用 307,209 301,488 
未払法人税等 553,938 156,562 
未成工事受入金 412,013 591,698 
完成工事補償引当金 4,000 1,870 
工事損失引当金 － 161 
事業整理損失引当金 206,488 36,970 
その他 404,888 710,103 
流動負債合計 15,991,390 14,087,797 

固定負債   
長期借入金 387,000 171,000 
再評価に係る繰延税金負債 797,701 797,701 
退職給付引当金 1,018,975 921,386 
その他 151,625 184,267 
固定負債合計 2,355,302 2,074,355 

負債合計 18,346,693 16,162,152 
純資産の部   
株主資本   
資本金 3,642,350 3,642,350 
資本剰余金 51 51 
利益剰余金 6,265,964 6,887,916 
自己株式 △22,889 △23,078 

株主資本合計 9,885,476 10,507,239 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 48,431 21,158 
土地再評価差額金 △713,473 △713,473 
為替換算調整勘定 △442,772 △451,587 

その他の包括利益累計額合計 △1,107,814 △1,143,902 

少数株主持分 926 985 
純資産合計 8,778,588 9,364,323 

負債純資産合計 27,125,281 25,526,475 
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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：千円）

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) 

完成工事高 42,337,873 41,140,744 
完成工事原価 37,671,214 37,297,732 
完成工事総利益 4,666,658 3,843,011 
販売費及び一般管理費 2,361,327 2,520,100 
営業利益 2,305,331 1,322,910 
営業外収益   
受取利息 5,719 2,065 
受取配当金 8,341 7,918 
受取賃貸料 27,818 27,906 
受取事務手数料 9,356 8,950 
助成金収入 64,649 84,574 
その他 27,768 26,214 
営業外収益合計 143,655 157,629 

営業外費用   
支払利息 127,316 90,498 
売上債権売却損 48,040 47,085 
為替差損 11,569 17,813 
追悼式典費用 － 38,277 
その他 23,239 26,453 
営業外費用合計 210,166 220,128 

経常利益 2,238,820 1,260,411 
特別利益   
固定資産売却益 46 14,888 
会員権売却益 － 437 
完成工事補償引当金戻入額 6,400 2,130 
移転補償金 132,737 12,000 
特別利益合計 139,183 29,455 

特別損失   
固定資産売却損 － 211 
固定資産除却損 15,851 6,961 
減損損失 8,419 － 
事業整理損 202,173 － 

特別損失合計 226,444 7,172 

税金等調整前当期純利益 2,151,559 1,282,694 
法人税、住民税及び事業税 873,733 358,791 
法人税等調整額 22,018 176,552 
法人税等合計 895,751 535,344 

少数株主損益調整前当期純利益 － 747,350 

少数株主利益 131 101 
当期純利益 1,255,675 747,248 
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（連結包括利益計算書） 
（単位：千円）

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 － 747,350 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 － △27,273 
為替換算調整勘定 － △8,824 

その他の包括利益合計 － △36,097 

包括利益 － 711,252 

（内訳）   
親会社株主に係る包括利益 － 711,160 
少数株主に係る包括利益 － 92 
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（３）連結株主資本等変動計算書 
（単位：千円）

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 3,642,350 3,642,350 
当期末残高 3,642,350 3,642,350 

資本剰余金   
前期末残高 － 51 
当期変動額   
自己株式の処分 51 － 

当期変動額合計 51 － 

当期末残高 51 51 
利益剰余金   
前期末残高 5,174,350 6,265,964 
当期変動額   
剰余金の配当 △164,061 △125,296 
当期純利益 1,255,675 747,248 
当期変動額合計 1,091,614 621,952 

当期末残高 6,265,964 6,887,916 
自己株式   
前期末残高 △22,331 △22,889 
当期変動額   
自己株式の取得 △561 △188 
自己株式の処分 3 － 

当期変動額合計 △558 △188 

当期末残高 △22,889 △23,078 

株主資本合計   
前期末残高 8,794,368 9,885,476 
当期変動額   
剰余金の配当 △164,061 △125,296 
当期純利益 1,255,675 747,248 
自己株式の取得 △561 △188 
自己株式の処分 54 － 

当期変動額合計 1,091,107 621,763 

当期末残高 9,885,476 10,507,239 
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（単位：千円）

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 15,750 48,431 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32,680 △27,273 

当期変動額合計 32,680 △27,273 

当期末残高 48,431 21,158 
土地再評価差額金   
前期末残高 △713,473 △713,473 

当期末残高 △713,473 △713,473 

為替換算調整勘定   
前期末残高 △462,388 △442,772 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,615 △8,814 

当期変動額合計 19,615 △8,814 

当期末残高 △442,772 △451,587 

その他の包括利益累計額合計   
前期末残高 △1,160,111 △1,107,814 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52,296 △36,088 

当期変動額合計 52,296 △36,088 

当期末残高 △1,107,814 △1,143,902 

少数株主持分   
前期末残高 230 926 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 695 59 
当期変動額合計 695 59 

当期末残高 926 985 

純資産合計   
前期末残高 7,634,487 8,778,588 
当期変動額   
剰余金の配当 △164,061 △125,296 
当期純利益 1,255,675 747,248 
自己株式の取得 △561 △188 
自己株式の処分 54 － 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52,992 △36,028 

当期変動額合計 1,144,100 585,734 

当期末残高 8,778,588 9,364,323 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

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 2,151,559 1,282,694 
減価償却費 513,337 517,321 
減損損失 8,419 － 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,535 2,417 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △248,306 △97,588 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △130,841 － 
完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △6,400 △2,130 
工事損失引当金の増減額（△は減少） － 161 
事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 206,488 △169,517 
受取利息及び受取配当金 △14,061 △9,983 
支払利息 127,316 90,498 
固定資産売却損益（△は益） △46 △14,676 
固定資産除却損 15,851 6,961 
会員権売却損益（△は益） － △437 
売上債権の増減額（△は増加） 1,111,255 △950,549 
未成工事支出金の増減額（△は増加） 408,390 781,987 
仕入債務の増減額（△は減少） △491,882 △1,739,951 
未成工事受入金の増減額（△は減少） △201,122 179,685 
その他 △722,202 357,110 
小計 2,731,290 234,003 
利息及び配当金の受取額 14,061 9,983 
利息の支払額 △125,373 △93,382 
法人税等の支払額 △1,331,343 △749,343 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,288,634 △598,738 

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 △865,400 △65,910 
定期預金の払戻による収入 925,850 435,006 
有価証券の取得による支出 △90,000 △60,000 
有価証券の償還による収入 90,000 60,000 
有形及び無形固定資産の取得による支出 △562,013 △377,812 
有形及び無形固定資産の売却による収入 46 14,892 
投資有価証券の取得による支出 △2,471 △3,059 
貸付金の回収による収入 6,791 5,223 
その他 － 14,027 

投資活動によるキャッシュ・フロー △497,196 22,367 

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） △60,000 70,000 
長期借入金の返済による支出 △356,000 △356,000 
自己株式の取得による支出 △561 △188 
リース債務の返済による支出 △4,497 △10,317 
配当金の支払額 △163,025 △124,799 
少数株主への配当金の支払額 △19 △32 
その他 54 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △584,047 △421,338 
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（単位：千円）

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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,000 △22,981 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 228,391 △1,020,691 

現金及び現金同等物の期首残高 3,313,443 3,541,834 
現金及び現金同等物の期末残高 3,541,834 2,521,143 
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 該当事項なし。 
   

  最近の有価証券報告書（平成22年6月25日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 
  

  

   （資産除去債務に関する会計基準の適用） 
    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 平成20年3月31日）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 平成20年3月31日）を適用して 
   おります。 
    なお、これによる損益に与える影響はありません。 
      

  

    （連結包括利益計算書関係） 
    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） 
     当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 
     親会社株主に係る包括利益           1,307百万円 
     少数株主に係る包括利益              0百万円  
                計           1,308百万円 
  
     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 
     その他有価証券評価差額金             32百万円 
     為替換算調整勘定                 20百万円  

                     計            52百万円 
  
    （セグメント情報等） 

前連結会計年度（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
   当社グループは、各種産業設備及び水処理、廃棄物処理その他公害防止設備などに関する設計、製作、据付配管、
  電気、計装及び保全・修理事業、並びにこれらに関連する事業を主事業内容としており、全セグメントの売上高の合
  計、営業利益の合計額に占めるプラント事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報
  の記載を省略しております。 
  

前連結会計年度（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
   全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超
  えているため、連結財務諸表規則様式第二号（記載上の注意11）に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略し
  ております。 

  

前連結会計年度（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
   海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号（記載上の注意5）に基づき、海外売上 
  高の記載を省略しております。 

  

    当連結会計年度（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
   当社グループは、プラント事業ならびにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

（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

（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

（８）連結財務諸表に関する注記事項

①事業の種類別セグメント情報

②所在地別セグメント情報

③海外売上高

セグメント情報
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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の算定上の基礎 

  

該当事項はありません。 
  

（１株当たり情報）

  
  
  

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） 

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 円744.55 円837.71

1株当たり当期純利益 円188.46 円108.83

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 円37.37 円22.24

  
  
  

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株当たり当期純利益 

当期純利益(百万円) 1,255 747

普通株主に帰属しない金額(百万円) 
 うち優先配当金（百万円） 

61
61

58
58

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,193 689

普通株式の期中平均株式数(株) 6,334,087 6,333,376

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益 
当期純利益調整額(百万円) 61 58

普通株式増加数(株) 27,266,530 27,266,530

うち優先株式(B種株式) (株) 27,266,530 27,266,530

  
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後1株当たり当期純利益の算定に含め 
なかった潜在株式の概要 

－ －

（重要な後発事象）
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 3,228,828 1,991,260 
受取手形 970,822 1,219,566 
完成工事未収入金 10,544,684 10,693,027 
未成工事支出金 2,100,771 1,299,336 
材料貯蔵品 22,397 21,827 
前払費用 38,371 37,308 
未収入金 99,712 37,670 
繰延税金資産 230,031 50,384 
その他 2,259 5,049 
貸倒引当金 △3,535 △5,953 

流動資産合計 17,234,343 15,349,478 
固定資産   
有形固定資産   
建物 6,888,714 7,025,877 
減価償却累計額 △4,533,436 △4,678,140 

建物（純額） 2,355,277 2,347,737 

構築物 873,473 897,130 
減価償却累計額 △732,446 △756,124 

構築物（純額） 141,027 141,006 

機械及び装置 2,967,851 3,003,954 
減価償却累計額 △2,724,041 △2,731,556 

機械及び装置（純額） 243,810 272,397 
車両運搬具 110,410 65,767 
減価償却累計額 △103,207 △60,587 

車両運搬具（純額） 7,202 5,180 
工具器具・備品 754,609 754,011 
減価償却累計額 △691,350 △705,259 

工具器具・備品（純額） 63,259 48,751 
土地 4,020,511 4,020,511 
リース資産 27,778 76,546 
減価償却累計額 △6,052 △15,599 

リース資産（純額） 21,725 60,946 

建設仮勘定 620 － 

有形固定資産合計 6,853,433 6,896,531 
無形固定資産   
特許権 96,489 84,290 
借地権 13,592 13,592 
商標権 2,944 2,450 
ソフトウエア 132,180 95,918 
その他 125,187 107,812 
無形固定資産合計 370,394 304,064 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   
投資有価証券 402,623 341,922 
関係会社株式 1,317,803 1,317,803 
出資金 6,000 6,000 
関係会社出資金 8,500 8,500 
長期貸付金 36,154 32,983 
従業員に対する長期貸付金 5,610 2,208 
長期前払費用 109,668 78,965 
敷金及び保証金 132,758 127,574 
繰延税金資産 321,046 342,708 
その他 25,788 33,120 
投資その他の資産合計 2,365,954 2,291,785 

固定資産合計 9,589,782 9,492,380 

資産合計 26,824,125 24,841,859 
負債の部   
流動負債   
支払手形 4,178,457 3,834,053 
工事未払金 4,224,088 3,016,619 
短期借入金 5,300,000 5,300,000 
1年内返済予定の長期借入金 356,000 216,000 
リース債務 5,443 15,097 
未払金 183,625 189,757 
未払費用 192,636 168,093 
未払法人税等 502,281 114,720 
未払消費税等 124,310 378,132 
未成工事受入金 412,013 172,281 
預り金 62,260 70,293 
設備関係支払手形 46,184 78,722 
完成工事補償引当金 4,000 1,870 
工事損失引当金 － 161 
事業整理損失引当金 206,488 36,970 
その他 2,100 2,100 
流動負債合計 15,799,889 13,594,874 

固定負債   
長期借入金 387,000 171,000 
リース債務 16,281 45,848 
再評価に係る繰延税金負債 797,701 797,701 
退職給付引当金 965,482 862,582 
長期預り保証金 12,600 12,600 
その他 110,840 100,090 
固定負債合計 2,289,905 1,989,822 

負債合計 18,089,795 15,584,697 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 3,642,350 3,642,350 
資本剰余金   
その他資本剰余金 51 51 
資本剰余金合計 51 51 

利益剰余金   
利益準備金 50,238 62,768 
その他利益剰余金   
固定資産圧縮積立金 98,987 98,206 
別途積立金 3,800,000 4,800,000 
繰越利益剰余金 1,830,634 1,369,179 

利益剰余金合計 5,779,860 6,330,153 

自己株式 △22,889 △23,078 

株主資本合計 9,399,372 9,949,477 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 48,431 21,158 
土地再評価差額金 △713,473 △713,473 

評価・換算差額等合計 △665,041 △692,315 

純資産合計 8,734,330 9,257,161 

負債純資産合計 26,824,125 24,841,859 

㈱高田工業所(1966)　平成23年3月期決算短信

－18－



（２）損益計算書 
（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

完成工事高 39,456,162 37,434,218 
完成工事原価 35,174,489 33,919,714 
完成工事総利益 4,281,673 3,514,503 
販売費及び一般管理費   
役員報酬 112,437 116,357 
従業員給料手当 750,785 729,187 
退職給付費用 70,924 72,877 
その他の人件費 167,131 179,941 
通信交通費 173,505 177,291 
調査研究費 185,325 360,369 
貸倒引当金繰入額 3,535 2,417 
交際費 35,876 38,248 
地代家賃 80,053 81,074 
減価償却費 119,357 114,565 
租税公課 100,968 94,822 
事業所税 2,542 2,311 
業務委託費 118,447 117,857 
その他 276,522 285,869 
販売費及び一般管理費合計 2,197,414 2,373,190 

営業利益 2,084,258 1,141,312 
営業外収益   
受取利息 3,469 1,738 
受取配当金 58,154 69,432 
受取賃貸料 27,454 27,456 
受取事務手数料 9,295 8,897 
助成金収入 63,981 80,723 
その他 20,175 21,307 
営業外収益合計 182,530 209,555 

営業外費用   
支払利息 123,558 85,661 
売上債権売却損 47,603 46,811 
為替差損 12,621 18,056 
追悼式典費用 － 38,277 
その他 19,594 21,258 
営業外費用合計 203,378 210,066 

経常利益 2,063,410 1,140,801 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   
固定資産売却益 － 14,812 
完成工事補償引当金戻入額 6,400 2,130 
移転補償金 132,737 12,000 
特別利益合計 139,137 28,942 

特別損失   
固定資産売却損 － 211 
固定資産除却損 15,836 6,785 
減損損失 8,419 － 
事業整理損 202,173 － 

特別損失合計 226,429 6,996 

税引前当期純利益 1,976,118 1,162,748 
法人税、住民税及び事業税 821,605 310,686 
法人税等調整額 12,301 176,472 
法人税等合計 833,907 487,158 

当期純利益 1,142,210 675,589 
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（３）株主資本等変動計算書 
（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(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 3,642,350 3,642,350 
当期末残高 3,642,350 3,642,350 

資本剰余金   
その他資本剰余金   
前期末残高 － 51 
当期変動額   
自己株式の処分 51 － 

当期変動額合計 51 － 

当期末残高 51 51 
資本剰余金合計   
前期末残高 － 51 
当期変動額   
自己株式の処分 51 － 

当期変動額合計 51 － 

当期末残高 51 51 
利益剰余金   
利益準備金   
前期末残高 33,832 50,238 
当期変動額   
利益準備金の積立 16,406 12,529 
当期変動額合計 16,406 12,529 

当期末残高 50,238 62,768 
その他利益剰余金   
固定資産圧縮積立金   
前期末残高 99,768 98,987 
当期変動額   
固定資産圧縮積立金の取崩 △781 △781 

当期変動額合計 △781 △781 

当期末残高 98,987 98,206 
別途積立金   
前期末残高 2,300,000 3,800,000 
当期変動額   
別途積立金の積立 1,500,000 1,000,000 
当期変動額合計 1,500,000 1,000,000 

当期末残高 3,800,000 4,800,000 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

繰越利益剰余金   
前期末残高 2,368,110 1,830,634 
当期変動額   
剰余金の配当 △164,061 △125,296 
利益準備金の積立 △16,406 △12,529 
当期純利益 1,142,210 675,589 
固定資産圧縮積立金の取崩 781 781 
別途積立金の積立 △1,500,000 △1,000,000 

当期変動額合計 △537,475 △461,455 

当期末残高 1,830,634 1,369,179 
利益剰余金合計   
前期末残高 4,801,711 5,779,860 
当期変動額   
剰余金の配当 △164,061 △125,296 
利益準備金の積立 － － 
当期純利益 1,142,210 675,589 
固定資産圧縮積立金の取崩 － － 
別途積立金の積立 － － 

当期変動額合計 978,149 550,293 

当期末残高 5,779,860 6,330,153 
自己株式   
前期末残高 △22,331 △22,889 
当期変動額   
自己株式の取得 △561 △188 
自己株式の処分 3 － 

当期変動額合計 △558 △188 

当期末残高 △22,889 △23,078 

株主資本合計   
前期末残高 8,421,729 9,399,372 
当期変動額   
剰余金の配当 △164,061 △125,296 
当期純利益 1,142,210 675,589 
自己株式の取得 △561 △188 
自己株式の処分 54 － 

当期変動額合計 977,642 550,104 

当期末残高 9,399,372 9,949,477 

㈱高田工業所(1966)　平成23年3月期決算短信

－22－



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 15,750 48,431 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32,680 △27,273 

当期変動額合計 32,680 △27,273 

当期末残高 48,431 21,158 
土地再評価差額金   
前期末残高 △713,473 △713,473 

当期末残高 △713,473 △713,473 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 △697,722 △665,041 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32,680 △27,273 

当期変動額合計 32,680 △27,273 

当期末残高 △665,041 △692,315 

純資産合計   
前期末残高 7,724,006 8,734,330 
当期変動額   
剰余金の配当 △164,061 △125,296 
当期純利益 1,142,210 675,589 
自己株式の取得 △561 △188 
自己株式の処分 54 － 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32,680 △27,273 

当期変動額合計 1,010,323 522,831 

当期末残高 8,734,330 9,257,161 
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(1）受注、完成工事高の概況（個別）  
 ①受注状況                              （単位百万円：未満切捨て） 

  
 ②完成工事高                                                         （単位百万円：未満切捨て） 

   
  

５．その他

工 事 種 別 

前事業年度 
 自平成21年4月 1日 
 至平成22年3月31日 

当事業年度 
 自平成22年4月 1日 
 至平成23年3月31日 

比 較 増 減 
増減率 

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 

％ ％ ％

製 鉄 プ ラ ン ト 11,623 29.7 9,860 28.6 △1,762 △15.2 

化 学 プ ラ ン ト 17,582 44.9 14,830 43.0 △2,752 △15.7 

石油・天然ガスプラント 2,414 6.2 1,374 4.0 △1,040 △43.1 

電 力 設 備 2,648 6.7 2,362 6.8 △286 △10.8 

エレクトロニクス関連設備 1,687 4.3 2,939 8.5 1,252 74.2 

社 会 イ ン フ ラ 設 備 465 1.2 916 2.7 451 96.9 

そ の 他 2,760 7.0 2,193 6.4 △566 △20.5 

合 計 39,183 100.0 34,476 100.0 △4,706 △12.0 

建 設 17,404 44.4 15,580 45.2 △1,823 △10.5 

メ ン テ ナ ン ス 21,778 55.6 18,896 54.8 △2,882 △13.2 

工 事 種 別 

前事業年度 
 自平成21年4月 1日 
 至平成22年3月31日 

当事業年度 
 自平成22年4月 1日 
 至平成23年3月31日 

比 較 増 減 
増減率 

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 

％ ％ ％

製 鉄 プ ラ ン ト 11,312 28.7 10,212 27.3 △1,100 △9.7 

化 学 プ ラ ン ト 17,129 43.4 17,601 47.0 471 2.8 

石油・天然ガスプラント 2,723 6.9 1,622 4.3 △1,101 △40.4 

電 力 設 備 2,632 6.7 2,350 6.3 △281 △10.7 

エレクトロニクス関連設備 2,007 5.1 2,798 7.5 791 39.4 

社 会 イ ン フ ラ 設 備 513 1.3 549 1.5 35 6.8 

そ の 他 3,137 7.9 2,300 6.1 △836 △26.7 

合 計 39,456 100.0 37,434 100.0 △2,021 △5.1 

建 設 18,161 46.0 17,358 46.4 △803 △4.4 

メ ン テ ナ ン ス 21,294 54.0 20,076 53.6 △1,218 △5.7 
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 (2) 役員の異動（平成 23 年 6月 24 日付） 

 

① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

② その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

該当事項はありません。 

 

・新任監査役候補 

該当事項はありません。 

 

・新任補欠監査役候補 

該当事項はありません。 

 

・退任予定取締役 

 取 締 役 田 原    徹 

 （平成23年6月29日付で 高田プラント建設株式会社 代表取締役社長に就任予定） 

・退任予定監査役 

該当事項はありません。 

 

・昇任予定取締役 

該当事項はありません。 

 

・現任取締役の異動 

該当事項はありません。 

 

③ 執行役員の異動 

・新任執行役員候補 

 執 行 役 員  
   近 藤  雄 介（現 理事 原子力事業部長） 
 原子力事業部長 
 

 執 行 役 員  
   嘉 納  康 二（現 理事 営業本部副本部長） 
 営業本部副本部長 
 

・退任予定執行役員 

 執 行 役 員  
   新 開  延 彦（顧問(非常勤)に就任予定） 
 営業本部副本部長 
 

・昇任予定執行役員 

該当事項はありません。 
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（新任執行役員候補略歴） 

氏     名 

（ 生 年 月 日 ） 
略             歴 

近
こん

 藤
どう

  雄
ゆう

 介
すけ

 
 
 

（昭和28年11月15日生） 

 
昭和52年４月 九州電力株式会社 入社 
 
平成９年７月 同社 川内原子力発電所 課長 
 
平成12年７月 同社 原子力管理部 設備管理グループ長 
 
平成16年７月 同社 川内原子力発電所 次長 

 
平成19年７月 当社へ出向 理事 技術本部副本部長  
 
平成20年７月 当社 原子力部長  
 
平成21年４月 当社へ転籍 
 
平成22年５月 当社 原子力事業部長 （現任） 
 

嘉
か

 納
のう

  康
こう

 二
じ

 
 
 

（昭和29年２月７日生） 

 
昭和53年４月 新日本製鐵株式会社 入社 
 
平成２年11月 同社 土木事業開発部 部長代理   
 
平成４年２月 同社 イーストジャワプロジェクト班 部長代理 

 
平成14年４月 同社 エネルギープラントプロジェクト 部長 
 
平成18年６月 新日鉄エンジニアリング株式会社へ転籍 
 
平成21年４月 同社 事業開発センター事業開発企画部長 
 
平成22年４月 当社 入社 理事 営業本部副本部長 （現任） 

 

以 上 
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