
   

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） 

   

   
（２）連結財政状態 

   
２．配当の状況 
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代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  猪野 博行

問合せ先責任者 （役職名）  執行役員経理部長 （氏名）  小島 敏男 ＴＥＬ   03-3434-0151

四半期報告書提出予定日  平成25年２月13日 配当支払開始予定日  －

四半期決算補足説明資料作成の有無：  有      

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  （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３四半期  38,586 △6.8  3,353 △19.1  3,448  △18.5  2,114  56.1

24年３月期第３四半期  41,396  21.4  4,145  151.8  4,231  132.2  1,354  6.1

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 1,921百万円（ ％） 54.6   24年３月期第３四半期 1,243百万円 （ ％） 83.2

  
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  60.42 －

24年３月期第３四半期  38.69 －

  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  63,989  46,213  71.9

24年３月期  66,665  44,817  66.9

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 46,000百万円   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  54.30

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  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３Ｑ 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３Ｑ 2,268,239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３Ｑ 34,995,018株 24年３月期３Ｑ 35,000,584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、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 

当社グループを取り巻く経営環境は、東日本大震災後の電力会社による徹底した合理化策の展開

等を受け大変厳しい状況にあります。 

このような状況の下で、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、電力供給力確保のための火力発電所や変電所関係の設備増強工事、各発電設備の定期点検工

事等に全力を傾注してまいりました。 

具体的には、原子力関係では、福島第一原子力発電所の原子炉循環注水冷却系の保守、福島第二

原子力発電所の原子炉冷却機能用設備点検、及び福島県内の除染に伴うモニタリング作業等、ま

た、火力関係では、既存の各火力発電所の定期点検工事や千葉火力発電所３号系列ガスタービンの

コンバインドサイクル化工事、及び来期以降に稼動予定の常陸那珂火力発電所２号機、広野火力発

電所６号機の建設工事等を中心に、最大限の取り組みを行ってまいりました。 

これらにより、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136億94百万円減の332億49百万円となりました。 

売上高は、発電設備工事業の減少により、総額で前年同期比28億９百万円減の385億86百万円と

なりました。 

次期繰越高は、前年同期比22億97百万円増の292億42百万円となりました。 

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ましたが、売上高減少の影

響により、営業利益は前年同期比７億91百万円減の33億53百万円、経常利益は前年同期比７億83百

万円減の34億48百万円となりました。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７億60百万円

増の21億14百万円となりました。 

   

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138億22百万円減の245億35百万円となりました。売上高は、火

力部門及び原子力部門の減少により、前年同期比31億38百万円減の300億64百万円となりまし

た。 

   

（電気・通信設備工事業） 

  受注高は、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36百万円減の78億82百万円となりました。売上高は、電設部門及び通信部門が減

少となりましたが、変電部門及び空調部門の増加により、前年同期比74百万円増の76億91百万円

となりました。 

   

（その他の事業） 

  受注高及び売上高は６億７百万円となりました。 

   

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

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11月２日に公表した、平成25年３月期の通期業績予想については変更しておりませ

ん。 

※  通期業績予想につきましては、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、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。   

   

    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 9,758 3,955

受取手形・完成工事未収入金等 22,269 17,731

有価証券 4,136 8,847

未成工事支出金 3,193 5,824

その他 3,056 2,673

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 42,406 39,025

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 6,513 6,323

土地 10,783 10,852

その他（純額） 1,434 2,082

有形固定資産合計 18,732 19,259

無形固定資産 72 492

投資その他の資産   

投資有価証券 2,841 2,613

その他 2,677 2,664

貸倒引当金 △64 △66

投資その他の資産合計 5,453 5,211

固定資産合計 24,259 24,964

資産合計 66,665 63,989
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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 7,149 6,362

短期借入金 389 468

未払法人税等 2,138 71

未成工事受入金 488 634

工事損失引当金 1,501 898

引当金 61 82

その他 2,953 2,074

流動負債合計 14,682 10,592

固定負債   

長期借入金 199 201

退職給付引当金 6,696 6,739

引当金 22 7

その他 246 234

固定負債合計 7,165 7,182

負債合計 21,848 17,775

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 40,374

自己株式 △989 △990

株主資本合計 44,406 45,995

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 191 5

その他の包括利益累計額合計 191 5

少数株主持分 219 213

純資産合計 44,817 46,213

負債純資産合計 66,665 63,989
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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   

完成工事高 41,396 38,586

売上原価   

完成工事原価 34,868 32,900

売上総利益   

完成工事総利益 6,527 5,686

販売費及び一般管理費 2,382 2,332

営業利益 4,145 3,353

営業外収益   

受取利息 21 18

受取配当金 59 64

その他 15 20

営業外収益合計 96 103

営業外費用   

支払利息 9 8

その他 0 0

営業外費用合計 9 8

経常利益 4,231 3,448

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 15 13

投資有価証券評価損 607 －

その他 4 11

特別損失合計 1,091 24

税金等調整前四半期純利益 3,139 3,457

法人税、住民税及び事業税 1,112 645

法人税等調整額 670 704

法人税等合計 1,783 1,350

少数株主損益調整前四半期純利益 1,356 2,107

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △6

四半期純利益 1,354 2,114
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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 1,356 2,107

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △113 △185

その他の包括利益合計 △113 △185

四半期包括利益 1,243 1,921

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,240 1,928

少数株主に係る四半期包括利益 2 △6
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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) 

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  38,358  81.7  24,535  73.8  △13,822

電気・通信設備工事業  7,919  16.9  7,882  23.7  △36

その他の事業  618  1.3  607  1.8  △10

セグメント計  46,895  99.9  33,026  99.3  △13,869

差異調整額  47  0.1  222  0.7  175

合計  46,943  100  33,249  100  △13,694

完 

成 

工 

事 

高 

発電設備工事業  33,202  80.2  30,064  77.9  △3,138

電気・通信設備工事業  7,616  18.4  7,691  19.9  74

その他の事業  528  1.3  607  1.6  79

セグメント計  41,348  99.9  38,363  99.4  △2,984

差異調整額  47  0.1  222  0.6  175

合計  41,396  100  38,586  100  △2,809

手 

持 

工 

事 

高 

発電設備工事業  21,157  78.5  22,749  77.8  1,592

電気・通信設備工事業  5,697  21.2  6,492  22.2  794

その他の事業  89  0.3  －  －  △89

セグメント計  26,944  100  29,242  100  2,297

差異調整額  －  －  －  －  －

合計  26,944  100  29,242  100  2,297
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