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（注）平成26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。 
  

 

 
  

 なお、平成26年３月期(通期)の業績につきましては、平成25年10月１日に予定している株式会社日鉄エレック

スとの統合後、公表する予定であります。 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 130,707 △9.8 4,524 △51.1 4,588 △50.5 2,610 △37.6
24年3月期 144,873 1.7 9,243 △6.6 9,267 △6.3 4,186 △43.6

(注) 包括利益 25年3月期 2,661百万円(△42.7％) 24年3月期 4,648百万円(△35.3％)

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 ％ ％ ％

25年3月期 36. 93 ― 5.1 4.4 3.5
24年3月期 55. 83 ― 8.3 8.6 6.4

(参考) 持分法投資損益 25年3月期 14百万円 24年3月期 1百万円

（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

25年3月期 99,886 52,592 52.7 744. 05
24年3月期 108,324 50,561 46.7 715. 30

(参考) 自己資本 25年3月期 52,592百万円 24年3月期 50,561百万円

（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

25年3月期 5,550 △2,945 △1,767 2,136

24年3月期 6,619 △3,213 △5,523 1,244

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 ％ ％

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

25年3月期 ― ― ― 8.00 8. 00 565 21.7 1.1

26年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

３．平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）
(％表示は、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) 62,000 △9.1 1,500 △52.8 1,500 △53.1 800 △57.6 11. 32

shimada
ファスフスタンプ



  

 

 
（注）当連結会計年度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.15「４.連結財務諸表（５）

連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。 

 
  

 

 
（注） 当期純利益の中に当社グループ内の事業再編に伴う抱合せ株式消滅差益2,954百万円を含んでおります。 

  

 
  
（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 ： 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

（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) 25年3月期 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 7,780,715株 24年3月期 7,779,742株

③ 期中平均株式数 25年3月期 70,685,106株 24年3月期 74,986,864株

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 119,078 △7.0 3,348 △55.0 3,464 △53.8 4,921 23.0
24年3月期 128,011 △0.1 7,443 △13.9 7,491 △13.2 4,000 △20.3

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
円 銭 円 銭

25年3月期 69. 62 ―

24年3月期 53. 35 ―

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

25年3月期 96,598 46,412 48.0 656. 61

24年3月期 99,263 42,122 42.4 595. 92

(参考) 自己資本 25年3月期 46,412百万円 24年3月期 42,122百万円

※ 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当期の概況 

当期におけるわが国経済は、欧州債務危機による世界経済の減速や円高の継続等の影響を受け、不透

明な状況で推移したものの、昨年末に発足した新政権の各種政策への期待感から、円高修正、株高へと

転じ、輸出や企業収益が改善する等、景気回復の兆しが見られました。 

 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、国内自動車販売の回復と震災復興に伴う

土木・建築分野の需要増に支えられ、前半は比較的好調に推移したものの、後半に入り、エコカー補助

金終了の反動減や海外経済の不透明感の高まり等から製造業向けの需要が減少し、国内鉄鋼需要は前年

度実績を下回る結果となりました。 

 このような環境の中、当社グループは、「オール太平で強い会社へ！」のスローガンのもと、法令遵

守及びリスク管理の徹底を図るとともに、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、平成24年７月には、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に集約

し、当社電気計装事業の運営 適化及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進めて

まいりました。加えて、今後予測される事業環境の変化に的確に対応するため、当社と株式会社日鉄エ

レックスは経営統合を行うことについて合意し、平成24年９月28日に統合基本契約(合併期日：平成25

年10月１日)を締結いたしました。なお、同社との経営統合に関する概要の詳細等は「３．経営方針

(４)会社の対処すべき課題」をご参照ください。 

 ②当期の業績 

受注高につきましては、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

極的な受注活動を展開いたしました。しかし、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、121,201百万円(前期比

14.5%減)となりました。また、売上高につきましては、受注高の減少に伴い130,707百万円(同9.8%減）

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、調達コスト

削減等、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、新活性炭製造設備稼働に伴う償却費増加の影響等により、営業利益4,524百万円(前期比

51.1%減)、経常利益4,588百万円(同50.5%減)、当期純利益2,610百万円(同37.6%減)となりました。 

【セグメント別の概況】 

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（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

当期 前期 当期 前期 当期 前期

エンジニアリング 87,209 105,708 96,750 108,881 3,576 7,613

操業 23,486 25,641 23,497 25,616 970 918

その他 14,482 15,374 14,631 15,328 △95 803

合計 125,178 146,724 134,879 149,826 4,451 9,335

調整額 △3,976 △5,023 △4,171 △4,953 136 △67

連結損益計算書計上額 121,201 141,700 130,707 144,873 4,588 9,267
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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。こうした当社固有の複合力を 大限発揮するとともに、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。しかし、鉄鋼業界における設備投資額の減少等、厳しい受注環境の影響

を大きく受け、受注高87,209百万円(前期比17.5%減）、売上高96,750百万円(同11.1%減)、経常利益

3,576百万円(同53.0%減)となりました。 

b.操業 

 操業につきましては、発注単価の低下等があったものの、収益改善努力等の結果、売上高23,497百万

円(前期比8.3%減)、経常利益970百万円(同5.7%増)となりました。 

  
  

③次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、輸出環境の改善や経済政策、金融政策の効果等を背景に、投資マイン

ドの改善にも支えられ、回復に向かうことが期待されます。しかし、海外景気の下振れが、引き続き景

気下押しのリスクとなっていることや、雇用・所得環境の今後の動向にも注意が必要であり、依然とし

て先行きは不透明であります。 

 鉄鋼業界におきましては、円高修正、株価上昇、経済政策・成長戦略への期待等を背景に、一部に景

気持ち直しの動きがみられますが、アジア鉄鋼需給の緩和、国内製造業の海外シフト、電力問題等、取

り巻く環境は依然として厳しい状況であります。 

 当社グループの次期業績見通しにつきましては、鉄鋼業界では引き続きグローバル競争の熾烈化が見

込まれるものの、一方では新政権の経済政策効果等により製造業各社の投資マインドは徐々に改善する

ことが期待されます。このような環境の中、当社グループ全員が危機意識を共有し、技術力と調達力を

ベースとした受注競争力の強化を図り、売上の拡大と収益の確保に邁進いたします。また、第３四半期

以降、株式会社日鉄エレックスとの経営統合後の新体制下においては、複合エンジニアリング力の更な

る強化による受注範囲の拡大、顧客ニーズを先取りした提案力の向上、調達コスト削減等、統合効果の

早期実現に向けて取り組んでまいります。 

  

平成26年３月期の第２四半期(累計)業績予想は以下のとおりであります。 

【第２四半期(累計)業績予想】 

 
  

なお、平成26年３月期の通期業績予想につきましては、平成25年10月１日に予定している株式会社日
鉄エレックスとの統合後、公表する予定であります。 

  

(単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

平成26年３月期   
第２四半期(累計)予想

62,000 1,500 1,500 800

平成25年３月期   
第２四半期(累計)実績

68,244 3,178 3,199 1,888
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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、現金預金及びＣＭＳ預け金の増加(886百万円)があったものの、売上債権の

減少(6,401百万円)、有形固定資産の減少(1,935百万円)等があり、前期末108,324百万円から8,437百万

円減少し、99,886百万円となりました。 

 負債は、有利子負債の減少(1,019百万円)、仕入債務の減少(4,048百万円)、設備関係の未払金の減少

(1,559百万円)等があり、前期末57,763百万円から10,469百万円減少し、47,293百万円となりました。 

 純資産は、配当金の支払による減少(706百万円)等があったものの、当期純利益(2,610百万円)等によ

り、前期末50,561百万円から2,031百万円増加し、52,592百万円となりました。 

 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5,550百万円を原資

として、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6,640百万円(前期末比1,019百万円減少)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、誠に遺憾ながら、前期に比べ１株当た

り２円減配の８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、現時点では未定とさせていただきます。平成25年10月１日に予定

している株式会社日鉄エレックスとの統合後、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。 

  

  

（２）財政状態に関する分析

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 平成25年３月期

自己資本比率（％） 28.9 38.7 46.7 46.7 52.7

時価ベースの自己資本比率（％） 13.5 27.9 29.9 29.4 24.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（倍）

9.2 1.5 1.5 1.2 1.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

9.3 31.6 44.1 57.0 56.4

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 当社グループは、子会社12社(うち連結子会社11社)によって構成され、その主たる事業内容はエンジニア
リング及び操業であります。 
 当社の親会社は新日鐵住金(株)であり、同社及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及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。 
  

(関係会社の異動) 
 主に当社と同様の製造販売等を行っておりました広鉱技建(株)(持分法適用関連会社)は、平成24年９月28
日に当社が株式を売却したことにより関係会社に該当しなくなりました。 
  
当社グループ等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

り組み、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

一丸となって取り組んでまいります。 

 重点課題といたしましては、「コスト競争力強化による受注拡大」、「複合事業力の向上と経営統合

効果の早期発揮」、「鉄鋼事業のグローバル展開への迅速な対応」としており、それぞれ確実に実行い

たします。 

当社は、上記課題を踏まえ、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、鉄鋼事業のグローバル展開への迅速な対応を鋭意推進することで受注拡大を図るとともに、海

外調達の拡大等、市場競争力のある調達体制を確立することでコスト競争力強化に取り組みます。これ

ら課題を重点的に推進するため、昨年11月に調達部を、本年４月に海外事業企画部を新設し、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Off-JT教育の継続実施に加え、OJT教

育の更なる強化・充実を図る等、引き続き現場力・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、検査業務

の強化による品質管理レベルの更なる向上、並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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(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、統合基本契約締結後、両社社長を共同委員長とする統合準備委員

会等において協議を進め、本年５月８日に両社が経営統合(以下、「本経営統合」という。)することに

つき 終合意し、合併契約を締結いたしました。 

 当社は、主に鉄鋼分野を中心に、機械・電気計装・システム・土木・建築に関する企画・設計・製

作・施工並びに各種設備のメンテナンス（整備）、生産設備等の操業、活性炭・生石灰の製造販売等を

行っております。一方、株式会社日鉄エレックスは、主に鉄鋼分野を中心に、電気計装・情報通信設備

のエンジニアリング・設計・施工及びメンテナンス、コンピュータシステムのエンジニアリング・設

計・製作及び据付・保守等を行っております。 

 両社の主要な取引分野である鉄鋼業界におきましては、円高修正、株価上昇、経済政策・成長戦略へ

の期待等を背景に、一部に景気持ち直しの動きがみられますが、アジア鉄鋼需給の緩和、国内製造業の

海外シフト、電力問題等、取り巻く環境は依然として厳しい状況であります。そのような状況下、両社

の主要取引先かつ親会社である新日鐵住金株式会社は、統合後の新体制下において「総合力世界No.１

の鉄鋼メーカー」を目指しております。 

 このような事業環境において、当社及び株式会社日鉄エレックスは、今後予想される事業環境の変化

に的確に対応するため、両社がこれまで培ってきた技術・技能・ノウハウの相乗効果の 大発揮によ

り、両社の親会社である新日鐵住金株式会社との連携・取引拡大を図り、同社の中核的なパートナーと

しての位置付けをより盤石なものとすることが、企業価値向上に寄与するとの認識から、本経営統合を

行うことが 良の選択肢であるとの結論に至りました。 

 本経営統合により、統合会社は、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更なる強

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。 
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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24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 830 494

預け金 423 1,646

受取手形・完成工事未収入金等 58,324 51,922

未成工事支出金 2,509 2,248

その他のたな卸資産 3,950 4,533

繰延税金資産 482 336

その他 1,063 453

貸倒引当金 △22 △5

流動資産合計 67,562 61,629

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 23,989 24,154

機械、運搬具及び工具器具備品 42,216 45,851

土地 16,560 16,410

リース資産 375 297

建設仮勘定 3,473 438

減価償却累計額 △52,175 △54,647

有形固定資産合計 34,440 32,505

無形固定資産 427 419

投資その他の資産

投資有価証券 1,124 935

繰延税金資産 3,953 3,659

その他 1,525 1,267

貸倒引当金 △709 △530

投資その他の資産合計 5,893 5,331

固定資産合計 40,762 38,256

資産合計 108,324 99,886
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 26,457 22,409

短期借入金 3,484 4,300

未払法人税等 1,639 337

未成工事受入金 467 53

賞与引当金 707 327

完成工事補償引当金 415 355

工事損失引当金 155 78

その他 6,324 3,681

流動負債合計 39,653 31,542

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 2,946

退職給付引当金 10,747 10,430

役員退職慰労引当金 93 11

その他 127 161

固定負債合計 18,109 15,750

負債合計 57,763 47,293

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 43,950

自己株式 △3,063 △3,064

株主資本合計 46,227 48,228

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 134 183

繰延ヘッジ損益 － 2

土地再評価差額金 4,199 4,178

その他の包括利益累計額合計 4,333 4,364

純資産合計 50,561 52,592

負債純資産合計 108,324 99,886

-9-

太平工業(株)(1819)　平成25年３月期決算短信



（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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 144,873 130,707

売上原価 125,825 116,782

売上総利益 19,048 13,925

販売費及び一般管理費 9,804 9,400

営業利益 9,243 4,524

営業外収益

受取利息 2 4

受取配当金 38 18

貸倒引当金戻入額 23 73

持分法による投資利益 1 14

受取補償金 17 16

受取賃貸料 13 11

保険事務手数料 23 27

雑収入 72 75

営業外収益合計 192 241

営業外費用

支払利息 117 98

売上債権売却損 19 24

雑支出 31 54

営業外費用合計 168 177

経常利益 9,267 4,588

特別利益

固定資産売却益 29 6

投資有価証券売却益 22 29

特別利益合計 52 35

特別損失

固定資産除却損 93 95

減損損失 124 15

関係会社株式売却損 － 138

組織再編費用 588 132

その他 66 21

特別損失合計 872 404

税金等調整前当期純利益 8,447 4,220

法人税、住民税及び事業税 3,293 1,395

法人税等調整額 967 215

法人税等合計 4,261 1,610

少数株主損益調整前当期純利益 4,186 2,610

当期純利益 4,186 2,610
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 4,186 2,610

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 20 49

繰延ヘッジ損益 0 2

土地再評価差額金 440 －

その他の包括利益合計 461 51

包括利益 4,648 2,661

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 4,648 2,661
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（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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25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 38,625 41,949

当期変動額

剰余金の配当 △941 △706

当期純利益 4,186 2,610

土地再評価差額金の取崩 78 20

非連結子会社との合併による変動 － 76

当期変動額合計 3,323 2,000

当期末残高 41,949 43,950

自己株式

当期首残高 △10 △3,063

当期変動額

自己株式の取得 △3,053 △0

当期変動額合計 △3,053 △0

当期末残高 △3,063 △3,064

株主資本合計

当期首残高 45,956 46,227

当期変動額

剰余金の配当 △941 △706

当期純利益 4,186 2,610

土地再評価差額金の取崩 78 20

自己株式の取得 △3,053 △0

非連結子会社との合併による変動 － 76

当期変動額合計 270 2,000

当期末残高 46,227 48,228
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25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 113 134

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

20 49

当期変動額合計 20 49

当期末残高 134 183

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △0 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

0 2

当期変動額合計 0 2

当期末残高 － 2

土地再評価差額金

当期首残高 3,837 4,199

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

361 △20

当期変動額合計 361 △20

当期末残高 4,199 4,178

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 3,950 4,333

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 382 30

当期変動額合計 382 30

当期末残高 4,333 4,364

純資産合計

当期首残高 49,907 50,561

当期変動額

剰余金の配当 △941 △706

当期純利益 4,186 2,610

土地再評価差額金の取崩 78 20

自己株式の取得 △3,053 △0

非連結子会社との合併による変動 － 76

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 382 30

当期変動額合計 653 2,031

当期末残高 50,561 52,592
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25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 8,447 4,220

減価償却費 2,703 3,319

減損損失 124 15

受取利息及び受取配当金 △41 △23

支払利息 117 98

関係会社株式売却損益（△は益） － 138

貸倒引当金の増減額（△は減少） △796 △195

賞与引当金の増減額（△は減少） 3 △380

退職給付引当金の増減額（△は減少） △693 △316

工事損失引当金の増減額（△は減少） △29 △76

売上債権の増減額（△は増加） △3,961 6,401

未成工事支出金の増減額（△は増加） 404 260

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 519 △582

仕入債務の増減額（△は減少） 1,133 △4,048

未成工事受入金の増減額（△は減少） 185 △414

その他 1,933 △104

小計 10,051 8,311

利息及び配当金の受取額 42 23

利息の支払額 △116 △98

法人税等の支払額 △3,357 △2,686

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,619 5,550

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 △7 △2

関係会社株式の売却による収入 － 43

有形固定資産の取得による支出 △3,254 △3,171

有形固定資産の売却による収入 77 147

その他 △28 37

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,213 △2,945

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） △1,300 800

長期借入れによる収入 － 200

長期借入金の返済による支出 △124 △1,984

自己株式の取得による支出 △3,053 △0

配当金の支払額 △941 △707

その他 △103 △74

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,523 △1,767

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,117 837

現金及び現金同等物の期首残高 3,361 1,244

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増
加額

－ 53

現金及び現金同等物の期末残高 1,244 2,136
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該当事項はありません。 

 （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、当連結会計年度より、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、当期の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

274百万円増加しております。 

  

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）及びメンテナンス（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。 

  

（５）連結財務諸表に関する注記事項

 (継続企業の前提に関する注記)

 (会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

 (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 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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当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25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 96,648 23,496 120,145 10,562 130,707 ― 130,707

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

101 0 101 4,069 4,171 △4,171 ―

計 96,750 23,497 120,247 14,631 134,879 △4,171 130,707

セグメント利益 
（経常利益）

3,576 970 4,547 △95 4,451 136 4,588

セグメント資産 55,443 10,406 65,849 10,405 76,255 23,630 99,886

その他の項目

 減価償却費 557 1,223 1,780 1,134 2,914 404 3,319

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

288 739 1,027 362 1,390 192 1,582
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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株当たり純資産額の算定上の基礎は、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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 715.30円 744.05円

１株当たり当期純利益 55.83円 36.93円

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当期純利益(百万円) 4,186 2,610

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 4,186 2,610

普通株式の期中平均株式数（千株） 74,986 70,685

前連結会計年度
（平成24年３月31日)

当連結会計年度
（平成25年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 50,561 52,592

純資産の部の合計額から控除する金
額(百万円)

― ―

普通株式に係る期末の純資産額(百
万円)

50,561 52,592

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）

70,685 70,684

(重要な後発事象)
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