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(百万円未満切捨て)

１．平成24年3月期第３四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 106,598 1.1 6,736 △14.3 6,779 △13.3 3,401 △41.5

23年3月期第3四半期 105,432 △16.7 7,860 △34.8 7,822 △34.2 5,819 △9.5

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 3,803百万円(△33.6％) 23年3月期第3四半期 5,727百万円( ― ％)

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

24年3月期第3四半期 44 .61 ―
23年3月期第3四半期 74 .19 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 107,882 50,152 46.5

   23年3月期 106,948 49,907 46.7

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 50,152百万円 23年3月期 49,907百万円

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

 23年3月期 ― ― ― 12 .00 12 .00

 24年3月期 ― ― ―

 24年3月期(予想) 10 .00 10 .00

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、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 143,000 0.4 7,500 △24.3 7,500 △24.1 4,200 △43.4 55 .96

TAKARASHIMA
財務会計基準機構



  

 

 

 
  

  

  

・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。 

  

 ※ 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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―  社 (社名）           、除外  ―  社 (社名）

（２）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（４）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) 24年3月期3Ｑ 78,465,113株 23年3月期 78,465,113株

② 期末自己株式数 24年3月期3Ｑ 6,754,076株 23年3月期 30,847株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Ｑ 76,260,758株 23年3月期3Ｑ 78,435,259株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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当第３四半期におけるわが国経済は、東日本大震災による一時的な景気後退から持ち直したものの、

足下の海外経済の成長鈍化や、歴史的な円高水準の継続により、不安定な状況が続きました。 

 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、東日本大震災を受け延期されていた建設

活動の再開や自動車産業を中心とした鋼材在庫の積み戻しにより、内需は上向いたものの、東アジア向

けを中心とする輸出については、タイにおける洪水影響やアジア経済の減速、円高による輸出競争力の

低下によって減少しました。加えて、輸入鋼材も高水準で流入しており、全国粗鋼生産は、前期に対し

減少となりました。 

 このような環境のもと、当社グループは、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擁する複合力を活かし、グルー

プ一丸となった積極的な受注活動を展開するとともに、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、収益改善に傾注いたしました。また、東日本大震災で被災されたお客様に対しては、引き

続き設備、建物等の復旧および本格的な稼働に向けた支援に努めてまいりました。 

  その結果、受注高につきましては、107,596百万円（前年同期比2.0％減）、売上高につきましては

106,598百万円（同1.1％増）となり、それぞれ前年同期と同水準を確保いたしました。一方、収益面に

つきましては、厳しい受注競争が継続しており、営業利益6,736百万円（同14.3％減）、経常利益6,779

百万円（同13.3％減）となりました。四半期純利益は、税制改正影響による繰延税金資産の取り崩しに

加え、前年同期において計上した負ののれん発生益がなくなったこと等により、3,401百万円（同

41.5％減）となりました。 

 また、セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

  

（当第３四半期のセグメント別業績概況） 

 
※当第３四半期：４月１日～12月31日の９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。当第３四半期につきましては、厳しい受注環境の中、グループ一丸

となった積極的な受注活動と、東日本大震災で被災されたお客様の設備、建物等の復旧関連工事等によ

り、前年同期と同水準の受注高80,403百万円、売上高79,694百万円となりました。一方、収益面につき

ましては、厳しい受注競争の影響により、経常利益5,461百万円となりました。 

  

（操業） 

 操業につきましては、東日本大震災による一時的な鉄鋼生産量の減少があったものの、受注高19,272

百万円、売上高19,039百万円、経常利益706百万円となりました。 

１．当四半期決算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)

受注高 売上高 経常損益

エンジニアリング 80,403 79,694 5,461

操業 19,272 19,039 706

その他 11,859 11,601 621

合計 111,535 110,335 6,790

調整額 (3,938) (3,737) (10)

四半期連結損益計算書計上額 107,596 106,598 6,779
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 当第３四半期の業績は概ね計画通り推移しており、通期業績につきましては、現在のところ平成23年

10月18日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

（単位：百万円） 

 
  

  

（当社の連結子会社である北都電機株式会社の会社分割） 

平成23年12月20日開催の取締役会において、当社の連結子会社である北都電機株式会社が展開する電

気計装及び制御システムに関する事業の一部を会社分割し、当社が承継する旨の基本方針を決議いたし

ました。（会社分割の効力発生日：平成24年７月１日予定） 

  本会社分割により、北都電機株式会社が大分・名古屋・東京・室蘭の各地区で展開する鉄鋼生産設備

等の電気計装の企画・設計・工事・整備及び制御システムに関する事業を当社へ集約することで、事業

運営の 適化および経営資源の効率的活用を図り、事業基盤の更なる強化を目指します。 

  

（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) 143,000 7,500 7,500 4,200

前   期 142,435 9,901 9,885 7,425
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２．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 824 1,201

預け金 2,547 1,380

受取手形・完成工事未収入金等 54,363 53,367

未成工事支出金 2,913 3,412

その他のたな卸資産 4,469 4,338

繰延税金資産 801 879

その他 1,883 3,982

貸倒引当金 △37 △21

流動資産合計 67,765 68,542

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 23,631 23,691

機械、運搬具及び工具器具備品 43,241 41,973

土地 16,181 16,105

リース資産 531 395

建設仮勘定 646 2,562

減価償却累計額 △52,096 △51,756

有形固定資産合計 32,135 32,970

無形固定資産 436 476

投資その他の資産

投資有価証券 1,167 990

繰延税金資産 4,569 4,103

その他 2,378 2,297

貸倒引当金 △1,504 △1,497

投資その他の資産合計 6,611 5,893

固定資産合計 39,183 39,340

資産合計 106,948 107,882
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 25,324 26,035

短期借入金 2,924 4,116

未払法人税等 1,714 1,139

未成工事受入金 282 724

賞与引当金 704 1,048

完成工事補償引当金 515 487

工事損失引当金 184 120

その他 4,172 5,612

流動負債合計 35,823 39,284

固定負債

長期借入金 5,984 4,000

繰延税金負債 106 65

再評価に係る繰延税金負債 3,447 2,977

退職給付引当金 11,440 11,191

役員退職慰労引当金 92 85

その他 147 125

固定負債合計 21,218 18,445

負債合計 57,041 57,730

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 38,625 41,140

自己株式 △10 △2,627

株主資本合計 45,956 45,854

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 113 73

繰延ヘッジ損益 △0 －

土地再評価差額金 3,837 4,224

その他の包括利益累計額合計 3,950 4,297

純資産合計 49,907 50,152

負債純資産合計 106,948 107,882
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 105,432 106,598

売上原価 90,716 92,606

売上総利益 14,715 13,991

販売費及び一般管理費 6,854 7,255

営業利益 7,860 6,736

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 25 37

受取補償金 16 7

雑収入 87 112

営業外収益合計 133 159

営業外費用

支払利息 104 87

売上債権売却損 24 11

雑支出 42 17

営業外費用合計 172 115

経常利益 7,822 6,779

特別利益

固定資産売却益 － 25

投資有価証券売却益 － 22

負ののれん発生益 1,377 －

貸倒引当金戻入額 74 －

その他 2 －

特別利益合計 1,454 48

特別損失

固定資産除却損 75 54

減損損失 140 86

投資有価証券評価損 － 92

その他 9 13

特別損失合計 225 246

税金等調整前四半期純利益 9,050 6,581

法人税、住民税及び事業税 3,018 2,825

法人税等調整額 151 354

法人税等合計 3,170 3,179

少数株主損益調整前四半期純利益 5,880 3,401

少数株主利益 61 －

四半期純利益 5,819 3,401
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 5,880 3,401

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △142 △39

繰延ヘッジ損益 △6 0

土地再評価差額金 － 440

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 －

その他の包括利益合計 △153 401

四半期包括利益 5,727 3,803

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,675 3,803

少数株主に係る四半期包括利益 51 －
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 該当事項はありません。 

  

 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 

 前第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

 
  

 当第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日） 

 
  

  

当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、 

当第３四半期において自己株式の取得を行い、この取得により自己株式が2,616百万円（6,722,000株）

増加しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(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 78,871 18,530 97,401 8,030 105,432 ― 105,432

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

74 ― 74 3,818 3,893 △3,893 ―

計 78,946 18,530 97,476 11,849 109,326 △3,893 105,432

セグメント利益 
（経常利益）

6,395 749 7,145 233 7,379 443 7,822

(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 79,404 19,039 98,444 8,153 106,598 ― 106,598

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

289 ― 289 3,447 3,737 △3,737 ―

計 79,694 19,039 98,734 11,601 110,335 △3,737 106,598

セグメント利益 
（経常利益）

5,461 706 6,168 621 6,790 △10 6,779

（５）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（株）（1819）　平成24年３月期第３四半期決算短信

-8-



  

 
  

 
  

 
※ 平成23年10月1日付で、当社の釜石エリアにおける全事業を連結子会社である(株)タイリクに譲渡

するとともに、名称を太平工業釜石(株)に変更しております。  

なお、当第３四半期（平成23年10月1日～平成23年12月31日）における太平工業釜石(株)の業績

は、受注高2,387百万円、売上高1,258百万円、繰越高1,129百万円であります。 

３．補足情報

（１）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３四半期

自平成22年４月１日自平成23年４月１日 比較増減  増減率(％)

区分 至平成22年12月31日至平成23年12月31日

エンジ
ニアリ
ング

機械 34,349 34,061 △288 △0.8

電気計装・システム 14,065 14,032 △32 △0.2

建設 25,168 20,928 △4,240 △16.8

計 73,584 69,022 △4,561 △6.2

操業 18,741 19,192 450 2.4

その他 6,257 6,659 402 6.4

合計 98,583 94,874 △3,708 △3.8

②売上高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期 当第３四半期

自平成22年４月１日自平成23年４月１日 比較増減  増減率(％)

区分 至平成22年12月31日至平成23年12月31日

エンジ
ニアリ
ング

機械 33,401 33,739 337 1.0

電気計装・システム 12,189 13,992 1,802 14.8

建設 24,624 21,817 △2,806 △11.4

計 70,215 69,549 △666 △0.9

操業 18,530 18,960 430 2.3

その他 6,257 6,659 402 6.4

合計 95,002 95,169 166 0.2

③繰越高 (単位：百万円)

事業年度

前年同期末
平成22年12月31日

当第３四半期末
平成23年12月31日

比較増減  増減率(％)

区分

エンジ
ニアリ
ング

機械 10,934 12,886 1,951 17.9

電気計装・システム 6,569 7,102 532 8.1

建設 12,132 10,231 △1,901 △15.7

計 29,636 30,220 583 2.0

操業 248 248 △0 △0.2

その他 ― ― ― ―

合計 29,885 30,468 582 1.9
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