
   

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第２四半期  25,788  3.9  819 △64.2  882  △62.4  592 △58.1

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

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 1,157百万円（ ％） 26.9   25年３月期第２四半期 911百万円 （ ％） 216.8

  
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

26年３月期第２四半期  16.92 －

25年３月期第２四半期  40.36 －

  総資産 純資産 自己資本比率

  百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期  63,095  46,840  73.9

25年３月期  68,715  45,947  66.5

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 46,633百万円   25年３月期 45,723百万円 

  
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

25年３月期  － 7.50 －  7.50 15.00

26年３月期  － 7.50  

26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  50,800  △16.1  1,600 △66.2  1,700 △64.9  1,000  △30.5  28.58

（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        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期２Ｑ 37,261,752株 25年３月期 37,261,752株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 2,274,071株 25年３月期 2,269,506株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 34,990,297株 25年３月期２Ｑ 34,995,572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ますが、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。業績予想の前提となる条件等については、添付資料P.3「１．当四半

期決算に関する定性的情報（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

アベノミクスによる財政金融政策のプラス効果は、実体経済にも徐々に波及し、国内経済の景気

は緩やかに回復しつつあるものの、当社グループは、最大の顧客である電力会社の徹底した経営合

理化策の影響により、大変厳しい状況が続いております。 

このような情勢下にあって、当社グループは、長年培ってきた現場技術力をはじめ、持てる力を

結集して、社会のインフラを守るという役割を果たしてまいりました。 

具体的には、電力関連では、千葉火力発電所３号系列のコンバインドサイクル化による電源増強

工事、各火力発電所の定期点検工事、福島第一原子力発電所の循環冷却系や汚染水処理系の設備保

守、及び各原子力発電所、再処理施設の各種点検工事等に取り組んでまいりました。また、再生可

能エネルギー関連では、関東エリア等においてメガソーラー(大規模太陽光発電所)設置工事等に取

り組んでまいりました。 

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、総額で前年同期比１億77百万円

増の222億25百万円となりました。 

売上高は、設備工事業の増加により、総額で前年同期比９億77百万円増の257億88百万円となり

ました。 

次期繰越高は、前年同期比110億23百万円減の207億93百万円となりました。 

利益面につきましては、原価低減の徹底や諸経費の削減に努めてまいりましたが、価格競争の熾

烈化等の影響により、営業利益は前年同期比14億68百万円減の８億19百万円、経常利益は前年同期

比14億65百万円減の８億82百万円となり、四半期純利益は前年同期比８億20百万円減の５億92百万

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。 

なお、第１四半期連結会計期間より、経営環境の変化に対応すべく組織体制の見直しを実施した

こと等に伴い、報告セグメントの区分を「発電設備工事業」及び「電気・通信設備工事業」から

「設備工事業」に変更しております。これに伴い、当第２四半期連結累計期間の比較・分析は、変

更後の区分に基づいて記載しております。 

（設備工事業） 

  受注高は、原子力部門、水力・変電部門が増加となりましたが、火力・産業部門、通信部門が

減少したため、前年同期比28百万円減の213億96百万円となりました。売上高は、原子力部門、

水力・変電部門が減少となりましたが、火力・産業部門が千葉火力発電所３号系列のコンバイン

ドサイクル化による電源増強工事や各火力発電所の定期点検工事等により増加し、通信部門も増

加したため、前年同期比８億12百万円増の249億99百万円となりました。 

   

（その他の事業） 

  受注高及び売上高は、前年同期比70百万円減の３億23百万円となりました。 

   

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 

設備工事業 火力・産業部門、原子力部門、水力・変電部門、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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月９日に公表した、平成26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。   
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２．四半期連結財務諸表 
（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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,621 5,335

受取手形・完成工事未収入金等 26,156 15,759

有価証券 8,750 10,253

未成工事支出金 2,871 3,566

その他 2,296 2,160

貸倒引当金 △9 △4

流動資産合計 44,687 37,070

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 5,926 8,335

土地 9,573 9,573

その他（純額） 2,097 808

有形固定資産合計 17,597 18,716

無形固定資産 509 745

投資その他の資産   

投資有価証券 3,490 4,291

その他 2,496 2,336

貸倒引当金 △65 △65

投資その他の資産合計 5,921 6,562

固定資産合計 24,028 26,024

資産合計 68,715 63,095
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 10,342 5,870

短期借入金 673 318

未払法人税等 301 99

未成工事受入金 221 241

工事損失引当金 1,101 709

引当金 76 62

その他 3,208 2,101

流動負債合計 15,926 9,402

固定負債   

長期借入金 168 175

退職給付引当金 6,426 6,426

引当金 8 6

その他 238 244

固定負債合計 6,842 6,853

負債合計 22,768 16,255

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 39,699 40,029

自己株式 △990 △993

株主資本合計 45,319 45,647

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 403 986

その他の包括利益累計額合計 403 986

少数株主持分 223 206

純資産合計 45,947 46,840

負債純資産合計 68,715 63,095
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高   

完成工事高 24,810 25,788

売上原価   

完成工事原価 20,929 23,312

売上総利益   

完成工事総利益 3,881 2,475

販売費及び一般管理費 1,592 1,655

営業利益 2,288 819

営業外収益   

受取利息 10 9

受取配当金 41 46

その他 12 11

営業外収益合計 65 67

営業外費用   

支払利息 5 4

その他 0 0

営業外費用合計 5 5

経常利益 2,348 882

特別利益   

投資有価証券売却益 － 32

受取補償金 33 －

受取弁済金 － 32

特別利益合計 33 64

特別損失   

固定資産除却損 13 8

投資有価証券評価損 29 －

本社移転費用 － 16

その他 1 0

特別損失合計 44 25

税金等調整前四半期純利益 2,337 922

法人税、住民税及び事業税 674 69

法人税等調整額 255 277

法人税等合計 930 347

少数株主損益調整前四半期純利益 1,407 574

少数株主損失（△） △5 △17

四半期純利益 1,412 592
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,407 574

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △495 582

その他の包括利益合計 △495 582

四半期包括利益 911 1,157

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 917 1,174

少数株主に係る四半期包括利益 △5 △17
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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）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

㈱東京エネシス(1945) 平成26年３月期　第２四半期決算短信

―　8　―



   

セグメント・部門別受注工事高・完成工事高及び手持工事高 

   

３．補足情報

  

セグメント・部門等 

  

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日  

  至 平成25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 

  火力・産業部門  12,764  57.9  12,427  55.9  △337

  原子力部門  5,380  24.4  5,554  25.0  174

  水力・変電部門  1,838  8.4  2,386  10.8  547

  通信部門  1,441  6.5  1,027  4.6  △413

 設備工事業  21,425  97.2  21,396  96.3  △28

  その他の事業  394  1.8  323  1.4  △70

セグメント計  21,819  99.0  21,720  97.7  △99

  差異調整額  228  1.0  505  2.3  277

合計  22,047  100  22,225  100  177

完 

成 

工 

事 

高 

  火力・産業部門  16,889  68.1  18,340  71.1  1,450

  原子力部門  4,225  17.0  3,398  13.2  △827

  水力・変電部門  1,860  7.5  1,775  6.9  △84

  通信部門  1,211  4.9  1,485  5.7  273

 設備工事業  24,187  97.5  24,999  96.9  812

  その他の事業  394  1.6  323  1.3  △70

セグメント計  24,581  99.1  25,323  98.2  741

  差異調整額  228  0.9  464  1.8  236

合計  24,810  100  25,788  100  977

手 

持 

工 

事 

高 

  火力・産業部門  20,878  65.6  8,599  41.4  △12,278

  原子力部門  7,022  22.1  7,167  34.5  144

  水力・変電部門  2,557  8.0  3,691  17.7  1,134

  通信部門  1,358  4.3  1,294  6.2  △63

 設備工事業  31,817  100  20,753  99.8  △11,064

  その他の事業  －  －  －  －  －

セグメント計  31,817  100  20,753  99.8  △11,064

  差異調整額  －  －  40  0.2  40

合計  31,817  100  20,793  100  △11,023

㈱東京エネシス(1945) 平成26年３月期　第２四半期決算短信

―　9　―




