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 平成25年３月期の期末配当予想については未定であります。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに

開示する予定であります。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年3月期第３四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 99,161 △7.0 3,389 △49.7 3,427 △49.4 1,976 △41.9

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

(注) 包括利益 25年3月期第3四半期 1,964百万円(△48.4％) 24年3月期第3四半期 3,803百万円(△33.6％)

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3四半期 27 .97 ―
24年3月期第3四半期 44 .61 ―

（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3四半期 101,301 51,894 51.2

   24年3月期 108,324 50,561 46.7

(参考) 自己資本 25年3月期第3四半期 51,894百万円 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、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 140,000 △3.4 6,000 △35.1 6,000 △35.3 3,500 △16.4 49 .52

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。 

  

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（１）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

想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。 

（２）平成25年３月期の期末配当につきましては、今後の業績動向や経営環境を考慮して検討してまいり

ますが、現時点では未定とさせていただきます。配当予想につきましては、業績の見通しを得て、開示

が可能となった時点で速やかにお知らせいたします。 

※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3Ｑ 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3Ｑ 7,780,270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3Ｑ 70,685,318株 24年3月期3Ｑ 76,260,758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、震災復興需要による景気の下支えがあったものの、世界経済の

減速や円高の継続、日中関係悪化等により弱い動きで推移しました。 

  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、土木・建築の需要は増加したものの、製

造業向けが大幅減となり国内鉄鋼需要は前年同期を下回りました。また、世界経済停滞のなか韓国・中

国の過剰供給の継続によりアジア向け鋼材価格が下がる等、鋼材市況は引き続き軟調に推移し、収益面

では厳しい状況が継続しました。 

  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

プ一丸となった積極的な事業活動を展開いたしました。 

  しかしながら、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受注環境が一層厳し

さを増したこと、及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比12.9%減の93,720百万

円となりました。また、売上高につきましても、受注高の減少に伴い、前年同期比7.0%減の99,161百万

円となりました。 

  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、従前以上

の収益改善努力を行ったものの、売上減に伴う利益の減少、受注競争激化に伴う利益率の低下、新活性

炭設備稼働に伴う償却費負担額の増加等により、営業利益3,389百万円、経常利益3,427百万円、四半期

純利益1,976百万円となりました。 

  

  また、セグメント別の業績は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） 

 
※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３四半期におきましては、鉄鋼業界における設備投資額の減少

等により、受注高67,769百万円、売上高73,583百万円、経常利益2,680百万円となりました。 

（操業） 

 操業につきましては、発注単価の低下等の影響により、受注高17,888百万円、売上高17,580百万円、

経常利益606百万円となりました。 

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３四半期 前第３四半期 当第３四半期 前第３四半期 当第３四半期 前第３四半期

エンジニアリング 67,769 80,403 73,583 79,694 2,680 5,461

操業 17,888 19,272 17,580 19,039 606 706

その他 11,047 11,859 11,161 11,601 △23 621

合計 96,705 111,535 102,325 110,335 3,263 6,790

調整額 △2,984 △3,938 △3,163 △3,737 164 △10

四半期連結損益計算書計上額 93,720 107,596 99,161 106,598 3,427 6,779
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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、内需は製造業向けを中心に停滞感が強ま

っており、外需はアジア経済減速と日中関係悪化等により先行き不透明な状況であります。 

このような状況のもと、当期の業績見通しにつきましては、主要顧客の生産変動や設備投資等の抑制

による当社への影響を慎重に見極める必要があるため、現時点においては、前回(平成24年９月28日）

の業績予想を見直しておりません。 

なお、業績予想及び配当予想につきましては開示が可能となった時点で速やかにお知らせいたしま

す。 

  

  

(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。 

  

  

(株式会社日鉄エレックスとの経営統合) 

 当社と株式会社日鉄エレックスは、平成24年９月28日、平成25年10月１日に経営統合（統合新会社

名：日鉄住金テックスエンジ株式会社）することにつき合意し、統合基本契約を締結いたしました。 

  本経営統合により、新会社は、両社が保有する電気計装・システム分野での経営基盤を融合すること

で、当該事業分野の技術力の強化・横展開による効率的業務運営が推進できることに加えて、機械・土

木・建築分野を併せ持つ複合エンジニアリング会社として、設備エンジニアリング機能のさらなる強

化・拡大を追求し、鉄鋼業各社をはじめとするお客様の多様なニーズに積極的にお応えしてまいる所存

です。 

  

  

  

（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、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３四半期の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

はそれぞれ186百万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

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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 830 484

預け金 423 742

受取手形・完成工事未収入金等 58,324 51,134

未成工事支出金 2,509 3,314

その他のたな卸資産 3,950 4,175

繰延税金資産 482 432

その他 1,063 2,136

貸倒引当金 △22 △9

流動資産合計 67,562 62,411

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 23,989 24,106

機械、運搬具及び工具器具備品 42,216 45,765

土地 16,560 16,432

リース資産 375 322

建設仮勘定 3,473 395

減価償却累計額 △52,175 △54,020

有形固定資産合計 34,440 33,003

無形固定資産 427 429

投資その他の資産

投資有価証券 1,124 928

繰延税金資産 3,953 3,780

その他 1,525 1,406

貸倒引当金 △709 △657

投資その他の資産合計 5,893 5,457

固定資産合計 40,762 38,890

資産合計 108,324 101,301
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 26,457 23,185

短期借入金 3,484 4,800

未払法人税等 1,639 95

未成工事受入金 467 256

賞与引当金 707 499

完成工事補償引当金 415 370

工事損失引当金 155 110

その他 6,324 4,157

流動負債合計 39,653 33,476

固定負債

長期借入金 4,000 2,200

繰延税金負債 178 －

再評価に係る繰延税金負債 2,964 2,952

退職給付引当金 10,747 10,599

役員退職慰労引当金 93 11

その他 127 167

固定負債合計 18,109 15,930

負債合計 57,763 49,406

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 43,307

自己株式 △3,063 △3,064

株主資本合計 46,227 47,584

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 134 121

繰延ヘッジ損益 － 0

土地再評価差額金 4,199 4,188

その他の包括利益累計額合計 4,333 4,309

純資産合計 50,561 51,894

負債純資産合計 108,324 101,301
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 106,598 99,161

売上原価 92,606 88,425

売上総利益 13,991 10,735

販売費及び一般管理費 7,255 7,346

営業利益 6,736 3,389

営業外収益

受取利息 2 3

受取配当金 37 17

貸倒引当金戻入額 19 57

受取補償金 7 2

雑収入 93 103

営業外収益合計 159 184

営業外費用

支払利息 87 77

売上債権売却損 11 21

雑支出 17 47

営業外費用合計 115 146

経常利益 6,779 3,427

特別利益

固定資産売却益 25 1

投資有価証券売却益 22 0

特別利益合計 48 1

特別損失

固定資産除却損 54 47

減損損失 86 15

関係会社株式売却損 － 138

投資有価証券評価損 92 9

その他 13 16

特別損失合計 246 228

税金等調整前四半期純利益 6,581 3,201

法人税、住民税及び事業税 2,825 1,185

法人税等調整額 354 39

法人税等合計 3,179 1,224

少数株主損益調整前四半期純利益 3,401 1,976

四半期純利益 3,401 1,976

太平工業(株)(1819)　平成25年３月期第３四半期決算短信

-6-



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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,401 1,976

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △39 △13

繰延ヘッジ損益 0 0

土地再評価差額金 440 －

その他の包括利益合計 401 △12

四半期包括利益 3,803 1,964

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,803 1,964
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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23年４月１日  至  平成23年12月31日） 

 

 当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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 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

(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 73,508 17,579 91,088 8,072 99,161 ― 99,161

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

75 0 75 3,088 3,163 △3,163 ―

計 73,583 17,580 91,164 11,161 102,325 △3,163 99,161

セグメント利益 
（経常利益）

2,680 606 3,286 △23 3,263 164 3,427

（５）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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