
  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  (百万円未満切捨て)

（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２四半期  24,810 △3.1  2,288  0.5  2,348  0.8  1,412  783.2

24年３月期第２四半期  25,600  20.6  2,276  210.9  2,330  181.1  159 △52.4

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 911百万円（ ％） 216.8   24年３月期第２四半期 287百万円 （ ％） －

  
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

25年３月期第２四半期  40.36 －

24年３月期第２四半期  4.57 －

  総資産 純資産 自己資本比率

  百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期  63,013  45,466  71.8

24年３月期  66,665  44,817  66.9

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 45,251百万円   24年３月期 44,597百万円 

  
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  － 7.50 －  7.50 15.00

25年３月期  － 7.50  

25年３月期（予想）  －  7.50 15.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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、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  55,000  △9.5  3,000 △40.2  3,100 △39.3  1,900  68.6  54.29

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

 
  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  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 

  

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。
   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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 37,261,752株 24年３月期 37,261,752株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 2,267,624株 24年３月期 2,265,534株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 34,995,572株 24年３月期２Ｑ 35,001,140株

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連結財務諸表に対するレビュー手続は実施

中であります。

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループが影響を受ける電力関連設備工事の受注環境は、東日本大震災の影響に伴う環境の

変化により不透明であることに加え、電力会社の経営合理化策の徹底を受け、大変厳しい状況にあ

ります。 

このような情勢下にあって、当社グループは、福島第一原子力発電所の安定状態維持作業や地域

除染作業等を行うとともに、電力安定供給確保のため、火力発電所や変電所関係の設備増強工事及

び各発電設備の定期点検工事等に注力してまいりました。  

具体的には、福島第一原子力発電所の循環冷却系設備の保守、受変電設備新設工事、福島県の地

域除染作業、また、千葉火力発電所３号系列ガスタービンのコンバインドサイクル化工事や常陸那

珂火力発電所２号機、広野火力発電所６号機の建設工事、発電設備の夏期運転に備えた定期点検工

事等に取り組んでまいりました。 

当社グループの業績につきましては、受注高は、発電設備工事業の減少により、総額で前年同期

比118億19百万円減の220億47百万円となりました。 

売上高は、発電設備工事業及び電気・通信設備工事業の減少により、総額で前年同期比７億90百

万円減の 百万円となりました。 

次期繰越高は、前年同期比21億53百万円増の318億17百万円となりました。 

利益面につきましては、原価管理の徹底による工事採算の改善に努めたこと、また、経営全般に

わたる諸経費の更なる削減等により、営業利益は前年同期比11百万円増の22億88百万円、経常利益

は前年同期比17百万円増の23億48百万円となりました。また、四半期純利益は、前期において計上

した震災関連の損失や投資有価証券評価損等の特別損失が当期は大きく減少したことから、前年同

期比12億52百万円増の14億12百万円となりました。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。  

（発電設備工事業） 

 受注高は、水力部門が増加となりましたが、火力部門及び原子力部門で震災の復旧・復興関連

工事が減少したため、前年同期比119億92百万円減の165億77百万円となりました。売上高は、火

力部門が発電設備の建設工事、定期点検工事等により増加となりましたが、原子力部門及び水力

部門の減少により、前年同期比５億10百万円減の194億64百万円となりました。 

  

（電気・通信設備工事業） 

 受注高は、空調部門及び電設部門の増加により、前年同期比１億７百万円増の48億47百万円と

なりました。売上高は、変電部門及び空調部門が増加となりましたが、電設部門及び通信部門の

減少により、前年同期比５億25百万円減の47億23百万円となりました。 

  

（その他の事業） 

 受注高及び売上高は３億94百万円となりました。 

  

参考：セグメントの名称に対応した部門等の名称 

１．当四半期決算に関する定性的情報

248億10

セグメントの名称 部門等 

発電設備工事業 火力部門、原子力部門、水力部門 

電気・通信設備工事業 変電部門、空調部門、電設部門、通信部門 

その他の事業 不動産事業、リース・レンタル事業、保険代理業 
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（２）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年７月31日に公表した業績予想を修正しております。 

当該予想の詳細につきましては、本日発表の「平成25年３月期第２四半期累計期間業績予想との

差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 (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、第１四半期連結会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更

しております。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 9,758 4,818

受取手形・完成工事未収入金等 22,269 14,454

有価証券 4,136 12,546

未成工事支出金 3,193 4,949

その他 3,056 2,519

貸倒引当金 △6 △5

流動資産合計 42,406 39,282

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 6,513 6,336

土地 10,783 10,783

その他（純額） 1,434 1,377

有形固定資産合計 18,732 18,498

無形固定資産 72 312

投資その他の資産   

投資有価証券 2,841 2,178

その他 2,677 2,807

貸倒引当金 △64 △66

投資その他の資産合計 5,453 4,919

固定資産合計 24,259 23,730

資産合計 66,665 63,013
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,149 4,970

短期借入金 389 460

未払法人税等 2,138 706

未成工事受入金 488 310

工事損失引当金 1,501 1,235

引当金 61 79

その他 2,953 2,615

流動負債合計 14,682 10,377

固定負債   

長期借入金 199 234

退職給付引当金 6,696 6,689

引当金 22 6

その他 246 238

固定負債合計 7,165 7,168

負債合計 21,848 17,546

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,881 2,881

資本剰余金 3,730 3,730

利益剰余金 38,784 39,934

自己株式 △989 △990

株主資本合計 44,406 45,555

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 191 △304

その他の包括利益累計額合計 191 △304

少数株主持分 219 214

純資産合計 44,817 45,466

負債純資産合計 66,665 63,013
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高   

完成工事高 25,600 24,810

売上原価   

完成工事原価 21,736 20,929

売上総利益   

完成工事総利益 3,863 3,881

販売費及び一般管理費 1,587 1,592

営業利益 2,276 2,288

営業外収益   

受取利息 15 10

受取配当金 35 41

その他 9 12

営業外収益合計 60 65

営業外費用   

支払利息 5 5

その他 0 0

営業外費用合計 6 5

経常利益 2,330 2,348

特別利益   

受取補償金 － 33

特別利益合計 － 33

特別損失   

災害による損失 465 －

固定資産除却損 1 13

投資有価証券評価損 922 29

その他 － 1

特別損失合計 1,388 44

税金等調整前四半期純利益 941 2,337

法人税、住民税及び事業税 519 674

法人税等調整額 252 255

法人税等合計 771 930

少数株主損益調整前四半期純利益 169 1,407

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10 △5

四半期純利益 159 1,412
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 169 1,407

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 117 △495

その他の包括利益合計 117 △495

四半期包括利益 287 911

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 277 917

少数株主に係る四半期包括利益 10 △5
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  該当事項はありません。 

   

  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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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セグメント別受注工事高・完成工事高及び手持工事高 

４．補足情報

  

セグメントの名称 

  

前第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日  

  至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日  

 至 平成24年９月30日) 

比較増減 

(△は減少)

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

金額 

(百万円) 

受 

注 

工 

事 

高 

発電設備工事業  28,570  84.3  16,577  75.2  △11,992

電気・通信設備工事業  4,739  14.0  4,847  22.0  107

その他の事業  531  1.6  394  1.8  △136

セグメント計  33,841  99.9  21,819  99.0  △12,022

差異調整額  24  0.1  228  1.0  203

合計  33,866  100  22,047  100  △11,819

完 

成 

工 

事 

高 

発電設備工事業  19,974  78.0  19,464  78.5  △510

電気・通信設備工事業  5,249  20.5  4,723  19.0  △525

その他の事業  351  1.4  394  1.6  42

セグメント計  25,575  99.9  24,581  99.1  △993

差異調整額  24  0.1  228  0.9  203

合計  25,600  100  24,810  100  △790

手 

持 

工 

事 

高 

発電設備工事業  24,597  82.9  25,391  79.8  794

電気・通信設備工事業  4,886  16.5  6,425  20.2  1,539

その他の事業  179  0.6  －  －  △179

セグメント計  29,663  100  31,817  100  2,153

差異調整額  －  －  －  －  －

合計  29,663  100  31,817  100  2,153
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