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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

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。 

  

 

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

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）

（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 59,309 △13.1 1,173 △63.1 1,234 △61.4 △1,019 ―
25年3月期第２四半期 68,244 △4.0 3,178 △33.3 3,199 △33.6 1,888 △31.7

(注) 包括利益 26年3月期第２四半期 △902百万円（ ―％） 25年3月期第２四半期 1,765百万円（ △34.0％）

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 △14.42 ―
25年3月期第２四半期 26.71 ―

（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 ％

26年3月期第２四半期 99,033 51,124 51.6
25年3月期 99,886 52,592 52.7

(参考) 自己資本 26年3月期第２四半期 51,124百万円  25年3月期 52,592百万円

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

25年3月期 ― ― ― 8 .00 8 .00

26年3月期 ― ―

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 160,000 22.4 6,000 32.6 6,000 30.8 1,500 △42.5 18.09

shimada.junichi
ファスフスタンプ



  

 

 

 
  

  

・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。 

  

・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）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 ： 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

（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) 26年3月期２Ｑ 78,465,113株 25年3月期 78,465,113株

② 期末自己株式数 26年3月期２Ｑ 7,781,720株 25年3月期 7,780,715株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期２Ｑ 70,684,008株 25年3月期２Ｑ 70,685,371株

※ 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
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当第２四半期におけるわが国経済は、欧州財政問題や中国経済停滞の影響が懸念されたものの、堅調

な公共投資に加え、企業収益の好転や生産活動の回復に伴う設備投資の増加及び個人の消費マインド改

善を背景に、景気持ち直しの動きが見られました。 

 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、輸出に回復の動きがみられたものの、国

際市況については、アジア鉄鋼需給の緩和により、鋼材需給の軟化・低迷が継続しました。一方、国内

では震災復興需要の持続や経済政策効果等により建設向けが好調に推移し、産業機械向け・自動車向け

に持ち直しの動きが見られる等、堅調に推移しました。 

 このような環境の中、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受注活動を展開いたしました。 

  その結果、受注高につきましては、お客様の設備投資マインドの改善もあり、前年同四半期比9.2%増

の67,508百万円を確保したものの、売上高につきましては、前期からの繰越工事高が大幅に減少してい

ることもあり、前年同四半期比13.1%減の59,309百万円となりました。 

 収益面につきましては、調達コストの削減、既受注プロジェクトの施工方法の改善及び施工要員の効

率的配置等の収益改善努力を行っているものの、売上減に伴う利益の減少、受注競争激化に伴う利益率

の低下等により、営業利益1,173百万円、経常利益1,234百万円となりました。また、平成25年10月１日

の経営統合に伴い、特別損失として組織再編費用を計上したことにより、四半期純損失は1,019百万円

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。  

 
※第２四半期：４月１日～９月30日の６ヶ月累計 

  

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。当第２四半期は、技術力と調達力をベースとした受注競争力の強化に努め、

受注高50,867百万円を確保しました。しかし、前期からの繰越工事高が大幅に減少している影響を受け、売

上高42,696百万円、経常利益663百万円となりました。 

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、受注高11,237百万円、

売上高11,213百万円、経常利益529百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

(単位：百万円)

受注高 売上高 経常損益

当第２四半期 前第２四半期 当第２四半期 前第２四半期 当第２四半期 前第２四半期

エンジニアリング 50,867 44,545 42,696 51,014  663 2,512

操業 11,237 11,787 11,213 11,810 529 475

その他 7,507 7,415 7,422 7,524 △29 126

合計 69,612 63,747 61,332 70,349 1,163 3,114

調整額 △2,104 △1,951 △2,023 △2,104 70 85

四半期連結損益計算書計上額 67,508 61,796 59,309 68,244 1,234 3,199
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今後の見通しにつきましては、各種政策効果が発現する中、企業収益の改善や個人消費の持ち直しが

継続し、景気回復の動きが確かなものになることが期待されます。 

 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、中国鉄鋼メーカーの高生産や新興国の成

長鈍化によるアジア地域での鉄鋼需給の緩和、電力問題をはじめとする諸コストアップ等の懸念はあり

ますが、下期においても土木・建築向けで需要増加が見込まれていること及び各種政策効果により企業

収益が向上し、投資マインドが改善したこと等により景況感は好転しつつあります。 

 このような経営環境の中、当社は平成25年10月１日に株式会社日鉄エレックスと経営統合し、商号を

日鉄住金テックスエンジ株式会社としてスタートいたしました。 

 当社は、経営統合によるシナジー効果を早期に発揮し、電計・システム分野における技術力強化によ

る事業力の向上、複合エンジニアリング事業の強化・拡大を図るとともに鉄鋼業界のグローバル展開に

対し的確に対応することで盤石な経営基盤を構築してまいります。 

  

なお、通期の連結業績予想は、平成25年10月31日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」により修

正しており、次の通りであります。 

  

  【通期業績予想】 

 
  

  

  

  

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

(単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

当期(予想) 160,000 6,000 6,000 1,500

前   期 130,707 4,524 4,588 2,610
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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 494 422

預け金 1,646 2,615

受取手形・完成工事未収入金等 51,922 48,977

未成工事支出金 2,248 2,518

その他のたな卸資産 4,533 4,734

繰延税金資産 336 1,213

その他 453 649

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 61,629 61,125

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 24,154 24,249

機械、運搬具及び工具器具備品 45,851 46,057

土地 16,410 16,393

リース資産 297 299

建設仮勘定 438 497

減価償却累計額 △54,647 △55,627

有形固定資産合計 32,505 31,869

無形固定資産 419 388

投資その他の資産

投資有価証券 935 1,121

繰延税金資産 3,659 3,630

その他 1,267 1,415

貸倒引当金 △530 △516

投資その他の資産合計 5,331 5,649

固定資産合計 38,256 37,908

資産合計 99,886 99,033
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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 22,409 21,361

短期借入金 4,300 5,800

未払法人税等 337 443

未成工事受入金 53 353

賞与引当金 327 2,454

完成工事補償引当金 355 134

工事損失引当金 78 128

その他 3,681 3,382

流動負債合計 31,542 34,058

固定負債

長期借入金 2,200 200

再評価に係る繰延税金負債 2,946 2,940

退職給付引当金 10,430 10,534

その他 173 175

固定負債合計 15,750 13,851

負債合計 47,293 47,909

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 43,950 42,376

自己株式 △3,064 △3,064

株主資本合計 48,228 46,653

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 183 303

繰延ヘッジ損益 2 △0

土地再評価差額金 4,178 4,168

その他の包括利益累計額合計 4,364 4,471

純資産合計 52,592 51,124

負債純資産合計 99,886 99,033
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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 68,244 59,309

売上原価 60,120 53,526

売上総利益 8,124 5,782

販売費及び一般管理費 4,946 4,608

営業利益 3,178 1,173

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 11 9

貸倒引当金戻入額 36 14

受取補償金 3 30

雑収入 81 56

営業外収益合計 134 114

営業外費用

支払利息 55 40

売上債権売却損 17 1

雑支出 39 10

営業外費用合計 112 53

経常利益 3,199 1,234

特別利益

固定資産売却益 1 5

その他 0 －

特別利益合計 1 5

特別損失

固定資産除却損 38 89

減損損失 15 46

関係会社株式売却損 138 －

組織再編費用 － 2,631

その他 14 1

特別損失合計 206 2,768

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

2,995 △1,528

法人税、住民税及び事業税 1,203 407

法人税等調整額 △96 △916

法人税等合計 1,106 △509

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

1,888 △1,019

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,888 △1,019
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

1,888 △1,019

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △122 119

繰延ヘッジ損益 － △2

その他の包括利益合計 △122 117

四半期包括利益 1,765 △902

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,765 △902
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 該当事項はありません。 

  

      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又は損失の金額に関する情報 

 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） 

（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）

（セグメント情報等）

(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 50,953 11,809 62,763 5,481 68,244 ― 68,244

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

61 0 61 2,042 2,104 △2,104 ―

計 51,014 11,810 62,824 7,524 70,349 △2,104 68,244

セグメント利益 2,512 475 2,988 126 3,114 85 3,199

(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 42,644 11,213 53,857 5,451 59,309 ― 59,309

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

52 ― 52 1,970 2,023 △2,023 ―

計 42,696 11,213 53,910 7,422 61,332 △2,023 59,309

セグメント利益又は 
損失（△）

663 529 1,193 △29 1,163 70 1,234

日鉄住金テックスエンジ(株)(1819) 　平成26年３月期第２四半期決算短信
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