
  

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６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１四半期  11,714  47.8  1,321  110.1  1,378  103.8  833  303.5

24年３月期第１四半期  7,927 △26.7  628 △22.4  676  △24.7  206 △53.2

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 501百万円（ ％） －   24年３月期第１四半期 △67百万円 （ ％） －

  
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１四半期  23.82 －

24年３月期第１四半期  5.90 －

  総資産 純資産 自己資本比率

  百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期  62,077  45,057  72.2

24年３月期  66,665  44,817  66.9

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 44,838百万円   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  －   

25年３月期（予想）  7.50 －  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、通期は対前期、四半期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）  26,400  3.1  1,600 △29.7  1,650 △29.2  950  494.1  27.15

通期  54,000  △11.1  2,100 △58.1  2,200 △56.9  1,250  10.9  35.72

（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１Ｑ 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１Ｑ 2,265,495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１Ｑ 34,996,407株 24年３月期１Ｑ 35,001,693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 

当第１四半期において、当社グループは昨年度に引き続き、福島第一原子力発電所１～４号機の

廃止措置に向けた対応や夏季の電力供給力確保などに向けた諸施策への対応に全力をあげて取り組

んでまいりました。 

具体的には、原子力関係では、福島第一原子力発電所の循環冷却系設備の保守や受変電設備新設

工事、福島第二原子力発電所の非常用電源復旧工事、柏崎刈羽原子力発電所の定期点検工事、福島

県の地域除染作業等、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来期以降に稼働

予定の電源増設工事等を中心に、最大限の取り組みを行ってまいりました。 

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103億77百万円減の100億15百万円となりました。 

売上高は、発電設備工事業の増加により、総額では前年同期比37億86百万円増の117億14百万円

となりました。 

次期繰越高は、前年同期比９億81百万円減の328億80百万円となりました。 

利益面につきましては、売上高の増加や昨年度から徹底して実施している経営全般にわたる諸経

費の削減等に努めたことにより、営業利益は前年同期比６億92百万円増の13億21百万円、経常利益

は前年同期比７億２百万円増の13億78百万円となり、四半期純利益は前年同期比６億27百万円増の

８億33百万円となりました。 

  

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、原子力部門ともに復旧工事が減少した

ため、前年同期比105億38百万円減の77億56百万円となりました。売上高は、水力部門が減少と

なりましたが、火力部門の定期点検工事や緊急ガスタービン発電設備の継続工事等により増加

し、原子力部門も柏崎刈羽原子力発電所の定期点検工事や福島県の地域除染作業等により増加と

なったため、前年同期比40億73百万円増の94億１百万円となりました。 

  

（電気・通信設備工事業） 

 受注高は、空調部門、通信部門が減少となりましたが、変電部門、電設部門の増加により、前

年同期比３億85百万円増の20億11百万円となりました。売上高は、変電部門が増加となりました

が、空調部門、電設部門、通信部門の減少により、前年同期比３億27百万円減の20億66百万円と

なりました。 

  

（その他の事業） 

 受注高及び売上高は１億83百万円となりました。 

  

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５月10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「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 

 (減価償却方法の変更) 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 9,758 6,100

受取手形・完成工事未収入金等 22,269 17,413

有価証券 4,136 7,152

未成工事支出金 3,193 4,990

その他 3,056 2,428

貸倒引当金 △6 △3

流動資産合計 42,406 38,081

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 6,513 6,423

土地 10,783 10,783

その他（純額） 1,434 1,386

有形固定資産合計 18,732 18,593

無形固定資産 72 297

投資その他の資産   

投資有価証券 2,841 2,430

その他 2,677 2,737

貸倒引当金 △64 △64

投資その他の資産合計 5,453 5,103

固定資産合計 24,259 23,995

資産合計 66,665 62,077
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,149 5,375

短期借入金 389 420

未払法人税等 2,138 49

未成工事受入金 488 824

工事損失引当金 1,501 1,141

引当金 61 40

その他 2,953 2,099

流動負債合計 14,682 9,952

固定負債   

長期借入金 199 157

退職給付引当金 6,696 6,661

引当金 22 6

その他 246 242

固定負債合計 7,165 7,067

負債合計 21,848 17,019

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 39,356

自己株式 △989 △989

株主資本合計 44,406 44,978

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 191 △139

その他の包括利益累計額合計 191 △139

少数株主持分 219 218

純資産合計 44,817 45,057

負債純資産合計 66,665 62,077
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高   

完成工事高 7,927 11,714

売上原価   

完成工事原価 6,486 9,626

売上総利益   

完成工事総利益 1,441 2,088

販売費及び一般管理費 813 767

営業利益 628 1,321

営業外収益   

受取利息 8 5

受取配当金 35 41

その他 6 12

営業外収益合計 50 60

営業外費用   

支払利息 2 2

その他 0 0

営業外費用合計 2 2

経常利益 676 1,378

特別損失   

災害による損失 284 －

その他 3 －

特別損失合計 288 －

税金等調整前四半期純利益 387 1,378

法人税、住民税及び事業税 23 31

法人税等調整額 150 515

法人税等合計 174 546

少数株主損益調整前四半期純利益 213 832

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6 △1

四半期純利益 206 833
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 213 832

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △281 △330

その他の包括利益合計 △281 △330

四半期包括利益 △67 501

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △74 502

少数株主に係る四半期包括利益 6 △1
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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 

  

以 上

４．補足情報

  

セグメントの名称 

  

前第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日  

  至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日  

 至 平成24年６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  18,295  89.7  7,756  77.5  △10,538

電気・通信設備工事業  1,626  8.0  2,011  20.1  385

その他の事業  446  2.2  183  1.8  △263

セグメント計  20,369  99.9  9,951  99.4  △10,417

差異調整額  23  0.1  63  0.6  39

合計  20,392  100  10,015  100  △10,377

完 

成 

工 

事 

高 

発電設備工事業  5,328  67.2  9,401  80.3  4,073

電気・通信設備工事業  2,393  30.2  2,066  17.6  △327

その他の事業  182  2.3  183  1.6  0

セグメント計  7,904  99.7  11,651  99.5  3,747

差異調整額  23  0.3  63  0.5  39

合計  7,927  100  11,714  100  3,786

手 

持 

工 

事 

高 

発電設備工事業  28,969  85.5  26,633  81.0  △2,335

電気・通信設備工事業  4,628  13.7  6,246  19.0  1,618

その他の事業  264  0.8  －  －  △264

セグメント計  33,862  100  32,880  100  △981

差異調整額  －  －  －  －  －

合計  33,862  100  32,880  100  △981
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