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(百万円未満切捨て)

１．平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 144,873 1.7 9,243 △6.6 9,267 △6.3 4,186 △43.6

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

(注) 包括利益 24年3月期 4,648百万円(△35.3％) 23年3月期 7,188百万円(△13.3％)

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 ％ ％ ％

24年3月期 55. 83 ― 8.3 8.6 6.4

23年3月期 94. 68 ― 15.9 9.0 7.0

(参考) 持分法投資損益 24年3月期 1百万円 23年3月期 2百万円

（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

24年3月期 108,324 50,561 46.7 715. 30

23年3月期 106,948 49,907 46.7 636. 29

(参考) 自己資本 24年3月期 50,561百万円 23年3月期 49,907百万円

（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

24年3月期 6,619 △3,213 △5,523 1,244

23年3月期 5,966 △2,658 △5,251 3,361

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 ％ ％

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

24年3月期 ― ― ― 10. 00 10. 00 706 17.9 1.5

25年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

３．平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期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) 70,000 △1.6 2,600 △45.4 2,500 △48.1 1,500 △45.8 20. 00

通 期 140,000 △3.4 5,600 △39.4 5,500 △40.7 3,300 △21.2 44. 01

shimada
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（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。 

※ 注記事項
（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

（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) 24年3月期 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 7,779,742株 23年3月期 30,847株

③ 期中平均株式数 24年3月期 74,986,864株 23年3月期 78,435,030株

(参考) 個別業績の概要
１．平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 128,011 △0.1 7,443 △13.9 7,491 △13.2 4,000 △20.3

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

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

24年3月期 53. 35 ―

23年3月期 63. 96 ―

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

24年3月期 99,263 42,122 42.4 595. 92

23年3月期 99,128 41,642 42.0 530. 93

(参考) 自己資本 24年3月期 42,122百万円 23年3月期 41,642百万円

※ 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 

当期におけるわが国経済は、東日本大震災によるサプライチェーンの混乱・電力不足の深刻化、円高

の継続、海外経済の減速等により一時的に停滞したものの、後半は、自動車生産が高水準で推移し、公

共土木分野の需要が増加する等、緩やかな景気持ち直しが続きました。 

 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、歴史的な円高の長期化を背景とした製造

業の海外生産シフトや輸入鋼材の急増等があったものの、震災復旧に伴い、建設・産業機械向けや自動

車向けの需要が増加し、一定水準の国内需要が保たれました。また、輸出向けについては、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り減少いたしました。 

 このような環境のなか、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、「オール太平で強い会社へ！」のスローガンのもと、安全・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、着実に取り組んでまいりました。 

 また、連結子会社である北都電機株式会社が展開する事業の一部を当社へ集約することで、当社グル

ープの電気計装事業の運営 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

た取り組みを進めてまいりました。 

 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、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、前期と同水準である141,700百万円（前期比 3.5%減）の受注を確保いたしました。こうした受

注活動の結果、売上高につきましても、144,873百万円（同1.7%増）となり、前期と同水準を確保いた

しました。 

 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ものの、受注競争の激化に伴

う利益率の低下等により、営業利益9,243百万円(前期比6.6%減)、経常利益9,267百万円(同6.3%減)とな

りました。当期純利益につきましては、当社グループの電気計装事業再編に伴う特別損失の計上、税制

改正影響による繰延税金資産の取崩し、および前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、4,186百万円(同43.6％減)となりました。 

 また、当社は機動的な資本政策等の遂行を可能とすることを目的として、自己株式7,747千株(取得価

額3,052百万円)を取得いたしました。 

 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)

受注高 売上高 経常損益

エンジニアリング 105,708 108,881 7,613

操業 25,641 25,616 918

その他 15,374 15,328 803

合計 146,724 149,826 9,335

調整額 (5,023) (4,953) (67)

連結損益計算書計上額 141,700 144,873 9,267
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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

活かした事業展開をしております。厳しい受注環境において、こうした複合力を 大限発揮し、事業部

運営による人材の 適配置を行うとともに、鉄鋼分野における設備ノウハウと専門技術力を駆使するこ

とにより、お客様のニーズである工期短縮・投資額削減等に取り組んでまいりました。このような取り

組みに加え、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、売上高は

108,881百万円(前期比1.9%増)となりました。一方、収益面につきましては、個別工事の収益改善等に

努めたものの、厳しい受注競争の影響により、経常利益は7,613百万円(同5.7%減)となりました。 

b.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等の影響はあったものの、売上

高は25,616百万円(前期比2.6%増)、経常利益は918百万円(同5.6%減)となりました。 

  
  

②次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、海外経済や為替動向および電力供給の制約懸念等、景気の先行きに対

する不透明感は継続しているものの、各種政策効果等を背景に、緩やかな回復を維持していくものと見

込まれます。 

 鉄鋼業界におきましては、円高に伴う輸入鋼材の急増、電力料金値上げ等、取巻く環境は依然として

厳しいものの、東日本大震災からの復旧による建設向けに加え、産業機械および自動車向けは、引き続

き鋼材需要の増加が期待されます。  

 当社グループの次期業績見通しにつきましては、鉄鋼業界における鋼材需要の増加等、回復の兆しが

見られるものの、足下の設備投資マインドは依然として低水準であるため、引き続き厳しい受注環境が

継続すると認識しております。当社グループ一丸となった調達価格の削減等、従前以上の収益改善努力

を織り込むものの、利益率の更なる低下、発注単価の低下に加え、新活性炭製造設備稼働に伴う償却費

負担額の増加等により対前期比で減益となる見通しであります。 

  

平成25年３月期の通期業績予想および第２四半期(累計)業績予想は以下のとおりであります。 

  

【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25年３月期予想 140,000 5,600 5,500 3,300

平成24年３月期実績 144,873 9,243 9,267 4,186

(単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

平成25年３月期   
第２四半期(累計)予想

70,000 2,600 2,500 1,500

平成24年３月期   
第２四半期(累計)実績

71,123 4,764 4,819 2,765
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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、未成工事支出金の減少（404百万円）、繰延税金資産の減少（934百万円）、

現金預金およびＣＭＳ預け金の減少（2,117百万円）があったものの、売上債権の増加（3,961百万

円）、有形固定資産の増加（2,304百万円）等があり、前期末106,948百万円から1,375百万円増加し、

108,324百万円となりました。 

 負債は、有利子負債の減少（1,479百万円）、再評価に係る繰延税金負債の減少（482百万円）等があ

ったものの、仕入債務の増加（1,133百万円）、設備関係の未払金の増加（1,198百万円）等があり、前

期末57,041百万円から721百万円増加し、57,763百万円となりました。 

 純資産は、自己株式の取得（3,053百万円）および配当金の支払による減少（941百万円）があったも

のの、当期純利益（4,186百万円）および土地差評価差額金の増加（361百万円）等により、前期末

49,907百万円から653百万円増加し、50,561百万円となりました。 

 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6,619百万円に加

え、現金及び現金同等物を2,117百万円圧縮し、自己株式の取得、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7,659百万円（前期末比

1,479百万円減少）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。  

今期の配当につきましては、業績等を総合的に勘案した結果、前期に比べ１株当たり２円減配の10円

とさせていただきます。 

 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 平成24年３月期

自己資本比率（％） 27.5 28.9 38.7 46.7 46.7

時価ベースの自己資本比率（％） 24.8 13.5 27.9 29.9 29.4

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 1.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

38.0 9.3 31.6 44.1 57.0

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

太平工業 (株) (1819)　平成24年３月期決算短信

-4-



 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会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
社である太平工業釜石(株)、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。また、連結子会社である太平工業
釜石(株)も同様の事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)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。 
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。 

 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、社名を太平工業釜石(株)に変更しております。  
  
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、豊かな想像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

術の開発と研鑽に努め、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、足下の経営環境の変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」、「複合力を活かした企業運

営」、「事業環境変化への迅速かつ柔軟な対応」、「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いたします。 

 また、鉄鋼業のグローバル化を視野に入れた事業運営を鋭意推進するとともに、コスト削減施策を一

層強化するため、海外調達の拡大等、市場競争力のある調達体制の構築や個別工事の収益性の向上を図

る等、先行き不透明な事業環境においても収益を確保できる盤石な事業基盤の構築に努めてまいりま

す。 

 人材育成・能力開発につきましても、これまで取り組んできたオフジェイティー教育の充実に加えて

オージェイティー教育体制の強化等、より現場力・技術力・提案力向上を狙いとした教育プログラムの

実行等に注力してまいります。 

  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。 

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23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 824 830

預け金 2,547 423

受取手形・完成工事未収入金等 54,363 58,324

未成工事支出金 2,913 2,509

その他のたな卸資産 4,469 3,950

繰延税金資産 801 482

その他 1,883 1,063

貸倒引当金 △37 △22

流動資産合計 67,765 67,562

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 23,631 23,989

機械、運搬具及び工具器具備品 43,241 42,216

土地 16,181 16,560

リース資産 531 375

建設仮勘定 646 3,473

減価償却累計額 △52,096 △52,175

有形固定資産合計 32,135 34,440

無形固定資産 436 427

投資その他の資産

投資有価証券 1,167 1,124

繰延税金資産 4,569 3,953

その他 2,378 1,525

貸倒引当金 △1,504 △709

投資その他の資産合計 6,611 5,893

固定資産合計 39,183 40,762

資産合計 106,948 108,324
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 25,324 26,457

短期借入金 2,924 3,484

未払法人税等 1,714 1,639

未成工事受入金 282 467

賞与引当金 704 707

完成工事補償引当金 515 415

工事損失引当金 184 155

その他 4,172 6,324

流動負債合計 35,823 39,653

固定負債

長期借入金 5,984 4,000

繰延税金負債 106 178

再評価に係る繰延税金負債 3,447 2,964

退職給付引当金 11,440 10,747

役員退職慰労引当金 92 93

その他 147 127

固定負債合計 21,218 18,109

負債合計 57,041 57,763

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 41,949

自己株式 △10 △3,063

株主資本合計 45,956 46,227

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 113 134

繰延ヘッジ損益 △0 －

土地再評価差額金 3,837 4,199

その他の包括利益累計額合計 3,950 4,333

純資産合計 49,907 50,561

負債純資産合計 106,948 108,324
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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22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 142,435 144,873

売上原価 123,121 125,825

売上総利益 19,313 19,048

販売費及び一般管理費 9,412 9,804

営業利益 9,901 9,243

営業外収益

受取利息 4 2

受取配当金 26 38

貸倒引当金戻入額 － 23

持分法による投資利益 2 1

受取補償金 23 17

受取賃貸料 13 13

保険事務手数料 23 23

雑収入 81 72

営業外収益合計 175 192

営業外費用

支払利息 135 117

売上債権売却損 28 19

雑支出 26 31

営業外費用合計 190 168

経常利益 9,885 9,267

特別利益

固定資産売却益 2 29

投資有価証券売却益 － 22

貸倒引当金戻入額 78 －

負ののれん発生益 1,806 －

親会社株式売却益 232 －

その他 1 －

特別利益合計 2,122 52

特別損失

固定資産除却損 158 93

減損損失 144 124

組織再編費用 － 588

災害による損失 66 －

その他 23 66

特別損失合計 393 872

税金等調整前当期純利益 11,614 8,447

法人税、住民税及び事業税 3,706 3,293

法人税等調整額 420 967

法人税等合計 4,127 4,261

少数株主損益調整前当期純利益 7,487 4,186

少数株主利益 61 －

当期純利益 7,425 4,186
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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22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 7,487 4,186

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △294 20

繰延ヘッジ損益 △2 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 △1 －

その他の包括利益合計 △299 461

包括利益 7,188 4,648

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 7,141 4,648

少数株主に係る包括利益 47 －

太平工業 (株) (1819)　平成24年３月期決算短信

-10-



（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22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 32,020 38,625

当期変動額

剰余金の配当 △941 △941

当期純利益 7,425 4,186

土地再評価差額金の取崩 120 78

当期変動額合計 6,605 3,323

当期末残高 38,625 41,949

自己株式

当期首残高 △10 △10

当期変動額

自己株式の取得 △0 △3,053

当期変動額合計 △0 △3,053

当期末残高 △10 △3,063

株主資本合計

当期首残高 39,351 45,956

当期変動額

剰余金の配当 △941 △941

当期純利益 7,425 4,186

土地再評価差額金の取崩 120 78

自己株式の取得 △0 △3,053

当期変動額合計 6,604 270

当期末残高 45,956 46,227
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(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
(自 平成23年４月１日
 至 平成24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

当期首残高 395 113

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △282 20

当期変動額合計 △282 20

当期末残高 113 134

繰延ヘッジ損益

当期首残高 1 △0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 0

当期変動額合計 △2 0

当期末残高 △0 －

土地再評価差額金

当期首残高 3,958 3,837

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △120 361

当期変動額合計 △120 361

当期末残高 3,837 4,199

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 4,356 3,950

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △405 382

当期変動額合計 △405 382

当期末残高 3,950 4,333

少数株主持分

当期首残高 2,109 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,109 －

当期変動額合計 △2,109 －

当期末残高 － －

純資産合計

当期首残高 45,817 49,907

当期変動額

剰余金の配当 △941 △941

当期純利益 7,425 4,186

土地再評価差額金の取崩 120 78

自己株式の取得 △0 △3,053

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,515 382

当期変動額合計 4,089 653

当期末残高 49,907 50,561
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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22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24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 11,614 8,447

減価償却費 2,981 2,703

減損損失 144 124

受取利息及び受取配当金 △30 △41

支払利息 135 117

負ののれん発生益 △1,806 －

親会社株式売却損益（△は益） △232 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △305 △796

賞与引当金の増減額（△は減少） △154 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △297 △693

工事損失引当金の増減額（△は減少） 184 △29

売上債権の増減額（△は増加） △808 △3,961

未成工事支出金の増減額（△は増加） 2,748 404

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △133 519

仕入債務の増減額（△は減少） △2,045 1,133

未成工事受入金の増減額（△は減少） △76 185

その他 △1,166 1,933

小計 10,751 10,051

利息及び配当金の受取額 32 42

利息の支払額 △135 △116

法人税等の支払額 △4,682 △3,357

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,966 6,619

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 △7

有形固定資産の取得による支出 △3,009 △3,254

有形固定資産の売却による収入 99 77

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 △40 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,658 △3,213

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） △900 △1,300

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △3,000 －

長期借入金の返済による支出 △204 △124

自己株式の取得による支出 △46 △3,053

配当金の支払額 △940 △941

少数株主への配当金の支払額 △11 －

その他 △148 △103

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,251 △5,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,944 △2,117

現金及び現金同等物の期首残高 5,305 3,361

現金及び現金同等物の期末残高 3,361 1,244
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該当事項はありません。 

  

近の有価証券報告書（平成23年６月29日提出）における記載から重要な変更はありません。 

  

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号）を適用しております。 

  

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に関する情報 

  

前連結会計年度(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。 

  

（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

（追加情報）

（７）連結財務諸表に関する注記事項

(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 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
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当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24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。 

  

(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 108,453 25,615 134,068 10,805 144,873 ― 144,873

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

428 1 429 4,523 4,953 △4,953 ―

計 108,881 25,616 134,498 15,328 149,826 △4,953 144,873

セグメント利益 
（経常利益）

7,613 918 8,532 803 9,335 △67 9,267

セグメント資産 62,667 12,134 74,801 10,981 85,783 22,541 108,324

その他の項目

 減価償却費 668 1,310 1,979 296 2,276 427 2,703

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

488 935 1,424 2,816 4,240 555 4,796
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(注) １. 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。 

     ２. １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

     ３. １株当たり当期純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

  

  

      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22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 636.29円 715.30円

１株当たり当期純利益 94.68円 55.83円

項目
前連結会計年度

(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
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当期純利益(百万円) 7,425 4,186

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株主に係る当期純利益(百万円) 7,425 4,186

普通株式の期中平均株式数（千株） 78,435 74,986

項目
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

純資産の部の合計額(百万円) 49,907 50,561

純資産の部の合計から控除する金額(百万円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 49,907 50,561

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 
普通株式の数（千株）

78,434 70,685

（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

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(百万円)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(百万円)

比較増減
(百万円)

増減率
(％)

エンジニアリング 111,098 105,279 △5,819 △5.2

操業 24,952 25,640 687 2.8

その他 10,794 10,780 △13 △0.1

合計 146,845 141,700 △5,145 △3.5

 ②売上実績

セグメントの名称

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(百万円)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(百万円)

比較増減
(百万円)

増減率
(％)

エンジニアリング 106,697 108,453 1,755 1.6

操業 24,974 25,615 641 2.6

その他 10,763 10,805 41 0.4

合計 142,435 144,873 2,438 1.7
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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退任予定監査役 

 
④役職名等の異動 

 
  

①新任予定執行役員 

 
②退任予定執行役員 

 
  

（２）役員の異動（平成24年６月26日付予定）

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

佐々木 康夫
代表取締役専務執行役員 
機械事業部長 
技術総括に関する事項管掌

取締役専務執行役員 
機械事業部長

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

 松山 茂
新日鐵住金ステンレス株式会社 

常任監査役

代表取締役副社長 
人事、総務、財務担当

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

山﨑 明彦
取締役執行役員 
財務部長

執行役員 
財務部長

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

土岐 敦司 監査役(社外監査役) 成和明哲法律事務所弁護士

氏名 現在の役職名等

高橋 幸三  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

諸石 宏明
取締役常務執行役員 
経営企画部長 
総務に関する事項管掌

取締役執行役員 
経営企画部長

（３）執行役員等の異動（平成24年６月26日付予定）

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

政近 均
執行役員 
電計・システム事業部副事業部長

参与 
電計・システム事業部副事業部長

氏名 退任後の就任内定役職名等 現在の役職名等

冨士 和成 株式会社北川組鉄工所代表取締役社長
常務執行役員 
安全環境部長

竹本 雅謙
フェロー 
技術開発センター長

執行役員 
産業プラント事業部長 
技術開発センター長
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③役職名等の異動 

 
  

  

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

本郷 裕一
執行役員 
人事部人材開発部長

執行役員 
社長特命事項

川崎 篤
執行役員 
電計・システム事業部副事業部長

執行役員 
人事部人材開発部長

姫嶋 幹雄
執行役員 
産業プラント事業部長

執行役員 
機械事業部副事業部長

桑原 祥男
執行役員 
大分支店長

執行役員 
技術総括部長

河津 千尋
執行役員 
機械事業部副事業部長

執行役員 
室蘭支店長

三浦 直人
執行役員 
室蘭支店長

執行役員 
機械事業部副事業部長

葛城 弘明
執行役員 
安全環境部長

執行役員 
大分支店長
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