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(百万円未満切捨て)

１．平成25年3月期第１四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日）

（１）連結経営成績(累計)

(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第１四半期 34,323 2.0 1,797 8.6 1,828 7.4 1,238 30.0

24年3月期第１四半期 33,658 △0.8 1,655 △22.6 1,703 △19.3 953 △23.2

(注) 包括利益 25年3月期第１四半期 1,154百万円(20.5％) 24年3月期第１四半期 957百万円(△12.8％)

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

25年3月期第１四半期 17 .52 ―

24年3月期第１四半期 12 .15 ―

（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 ％

25年3月期第１四半期 106,251 51,008 48.0

   24年3月期 108,324 50,561 46.7

(参考) 自己資本 25年3月期第１四半期 51,008百万円 24年3月期 50,561百万円

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

24年3月期   ―     ―  ― 10 .00 10 .00

25年3月期   ―  

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
ファスフスタンプ



  

 

 
（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別

することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報(注記事項)

に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。 

  

・本資料に記載された予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が

含まれております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性がありま

す。 

なお、業績予想については、添付資料の3ページを参照してください。 

  

※ 注記事項

（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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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) 25年3月期1Ｑ 78,465,113株 24年3月期 78,465,113株

② 期末自己株式数 25年3月期1Ｑ 7,779,742株 24年3月期 7,779,742株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Ｑ 70,685,371株 24年3月期1Ｑ 78,434,266株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期におけるわが国経済は、歴史的な円高水準が継続しているものの、復興需要等を背景に生

産、輸出、企業収益、雇用情勢が持ち直しの動きを見せる等、緩やかな回復が続きました。 

 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、造船向けが大幅に減少したものの、国内自動

車生産が前年比大幅増となったこと等により鉄鋼需要は全体として一定水準が保たれました。しかしなが

ら、韓国・中国の過剰供給等によりアジア向け鋼材価格が下がる等、鋼材市況が軟化し、収益面では厳しい

環境が継続いたしました。 

  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

なった事業活動を展開いたしました。 

  受注高につきましては、足下の設備投資マインドの低迷等により厳しい受注環境が継続したこと、および

震災復興関連の受注が落ち着いたこと等により前年同期に比べ減少し、30,575百万円となりました。一方、

売上高につきましては、前年同期と同水準である34,323百万円を確保いたしました。収益面につきまして

は、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

1,797百万円、経常利益1,828百万円、四半期純利益1,238百万円となりました。 

  

 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１四半期のセグメント別業績概況） 

 
  

（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、受注高21,726百万円、売上高25,848百万円、経常利益1,347百万円となりました。

  

（操業） 

  操業につきましては、発注単価の低下等により、受注高6,126百万円、売上高5,819百万円、経常利益198百

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 経常利益

当第１四半期 前第１四半期 当第１四半期 前第１四半期 当第１四半期 前第１四半期

エンジニアリング 21,726 30,835 25,848 24,906 1,347 1,302

操業 6,126 6,426 5,819 6,225 198 216

その他 3,683 3,913 3,710 3,767 219 147

合計 31,535 41,175 35,378 34,899 1,766 1,667

調整額 △959 △1,285 △1,055 △1,241 62 36

四半期連結損益計算書計上額 30,575 39,889 34,323 33,658 1,828 1,703
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当第１四半期の業績は概ね計画どおりに推移しており、通期業績につきましては、現在のところ、平成24

年５月８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） 

 
  

  

  

（北都電機株式会社の会社分割） 

当社は平成24年７月１日付けで当社の100％出資の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吸収分割により承継いたしました。今後は事業運営の 適化、経営資源

の効率的活用により事業基盤を一層強化するとともに、両社が培ってきた技術のスパイラルアップ等の相乗

効果の早期発揮を図ってまいります。 

  

  

  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

はそれぞれ31百万円増加しております。 

  

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益

当期(予想) 140,000 5,600 5,500 3,300

前   期 142,873 9,243 9,267 4,186

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 830 779

預け金 423 543

受取手形・完成工事未収入金等 58,324 54,317

未成工事支出金 2,509 3,163

その他のたな卸資産 3,950 4,132

繰延税金資産 482 381

その他 1,063 2,648

貸倒引当金 △22 △10

流動資産合計 67,562 65,956

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 23,989 24,079

機械、運搬具及び工具器具備品 42,216 45,298

土地 16,560 16,432

リース資産 375 349

建設仮勘定 3,473 503

減価償却累計額 △52,175 △52,606

有形固定資産合計 34,440 34,058

無形固定資産 427 435

投資その他の資産

投資有価証券 1,124 988

繰延税金資産 3,953 3,998

その他 1,525 1,487

貸倒引当金 △709 △673

投資その他の資産合計 5,893 5,801

固定資産合計 40,762 40,295

資産合計 108,324 106,251
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 26,457 25,310

短期借入金 3,484 3,453

未払法人税等 1,639 540

未成工事受入金 467 368

賞与引当金 707 539

完成工事補償引当金 415 341

工事損失引当金 155 110

その他 6,324 6,620

流動負債合計 39,653 37,284

固定負債

長期借入金 4,000 4,000

繰延税金負債 178 140

再評価に係る繰延税金負債 2,964 2,958

退職給付引当金 10,747 10,669

役員退職慰労引当金 93 9

その他 127 180

固定負債合計 18,109 17,958

負債合計 57,763 55,243

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 41,949 42,491

自己株式 △3,063 △3,063

株主資本合計 46,227 46,769

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 134 49

土地再評価差額金 4,199 4,189

その他の包括利益累計額合計 4,333 4,238

純資産合計 50,561 51,008

負債純資産合計 108,324 106,251
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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１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 33,658 34,323

売上原価 29,606 29,981

売上総利益 4,051 4,341

販売費及び一般管理費 2,396 2,543

営業利益 1,655 1,797

営業外収益

受取配当金 28 9

貸倒引当金戻入額 28 35

雑収入 29 46

営業外収益合計 85 90

営業外費用

支払利息 28 28

売上債権売却損 1 10

雑支出 8 20

営業外費用合計 38 59

経常利益 1,703 1,828

特別利益

固定資産売却益 3 1

特別利益合計 3 1

特別損失

固定資産除却損 14 24

減損損失 16 15

投資有価証券評価損 33 9

その他 1 11

特別損失合計 65 61

税金等調整前四半期純利益 1,640 1,769

法人税、住民税及び事業税 764 474

法人税等調整額 △76 56

法人税等合計 687 530

少数株主損益調整前四半期純利益 953 1,238

四半期純利益 953 1,238
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 953 1,238

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3 △84

繰延ヘッジ損益 0 －

その他の包括利益合計 4 △84

四半期包括利益 957 1,154

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 957 1,154
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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１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日） 

 

 当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日） 

 
  

  

      該当事項はありません。 

（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 24,850 6,225 31,075 2,582 33,658 ― 33,658

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

56 ― 56 1,185 1,241 △1,241 ―

計 24,906 6,225 31,131 3,767 34,899 △1,241 33,658

セグメント利益 
（経常利益）

1,302 216 1,519 147 1,667 36 1,703

(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 25,805 5,819 31,624 2,698 34,323 ― 34,323

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

43 0 43 1,012 1,055 △1,055 ―

計 25,848 5,819 31,668 3,710 35,378 △1,055 34,323

セグメント利益 
（経常利益）

1,347 198 1,546 219 1,766 62 1,828

（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25年３月期第１四半期決算短信

-8-




