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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日）

(2) 連結財政状態

(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3四半期 13,908 △6.4 482 △15.7 536 △15.7 331 △8.9
25年3月期第3四半期 14,857 △11.8 572 84.6 636 77.8 363 57.0

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 463百万円 （6.1％） 25年3月期第3四半期 436百万円 （253.4％）

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3四半期 25.92 ―
25年3月期第3四半期 28.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 17,087 10,190 59.6
25年3月期 15,663 10,059 64.2
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 10,190百万円 25年3月期 10,059百万円

2. 配当の状況

（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(予想)期末配当金の内訳 普通配当 25円00銭 記念配当 ５円00銭

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 ― ― ― 26.00 26.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 30.00 30.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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 24,000 9.9 960 △7.1 1,020 △8.8 590 △0.8 46.18



(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
(注)詳細は、添付資料P．２「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。

(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
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きの対象外であり、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
四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１.平成25年10月22日に公表しました連結業績予想から、修正しておりません。
２.本資料に掲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情報に基づいており、実際
の業績等は今後様々な要因により大きく変わる可能性があります。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 12,780,000 株 25年3月期 12,780,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 3,260 株 25年3月期 3,260 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 12,776,740 株 25年3月期3Q 12,776,740 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安・株高を背景に、輸出の回復が生産の増加や企業収益の

改善に繋がり、個人消費も緩やかに拡大するなど、景気回復の兆しが見られました。また、米国経済も回復傾向に

あり、欧州も次第に持ちなおしつつあります。

建設業界におきましては、経済対策により公共投資は増加傾向にあり、また、民間設備投資の緩やかな回復もあ

り底堅く推移しておりますが、受注における厳しい価格競争が継続する経営環境にあります。

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は 13,908百万円（前年同四半

期比6.4％減）となりました。

損益面では、売上高の減少等により減益となり、営業利益482百万円（前年同四半期比15.7％減）、経常利益536

百万円（前年同四半期比 15.7％減）となりました。

また、法人税等を控除した四半期純利益は、331百万円（前年同四半期比 8.9％減）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①エンジニアリング事業

非鉄金属プラントの完成が翌四半期以降へずれた事などにより、売上高は 9,849百万円（前年同四半期比 

5.3％減）となりました。

また、経常利益は、工事原価の低減などから719百万円（前年同四半期比 43.6％増）となりました。

②パイプ・素材事業

パイプ部門におけるトンネル内消火配管等の減少、及び、素材部門における遮音、遮蔽材の減少などにより、

売上高は4,082百万円（前年同四半期比 10.7％減）となりました。

また、経常利益は、減収等により 232百万円（前年同四半期比 59.2％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較して、受取手形・完成工事未収入金等

は減少しましたが、未成工事支出金及び預け金が増加したことなどにより、1,423百万円増の 17,087百万円となり

ました。

負債については、未成工事受入金が1,188百万円増加したことなどにより、1,292百万円増の6,896百万円とな

り、また、純資産は 131百万円増の 10,190百万円となりました。

この結果、自己資本比率は 59.6％となりました。

なお、当第３四半期連結会計期間末において、借入金等の有利子負債はありません。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年10月22日に公表致しました連結業績予想から修正は行っておりません。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっておりま

す。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,762,750 2,037,314

受取手形・完成工事未収入金等 6,865,218 5,987,252

未成工事支出金 1,099,750 2,706,173

商品及び製品 140,519 186,521

材料貯蔵品 290,903 355,357

預け金 2,817,806 3,094,689

繰延税金資産 231,422 233,696

その他 230,146 306,852

貸倒引当金 △7,580 △6,189

流動資産合計 13,430,935 14,901,668

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 467,779 523,842

機械・運搬具 1,696,976 1,791,912

工具器具・備品 877,509 899,292

土地 1,099,000 1,099,000

リース資産 5,443 5,443

建設仮勘定 118,252 15,722

減価償却累計額 △2,667,891 △2,748,327

有形固定資産合計 1,597,069 1,586,886

無形固定資産

ソフトウエア 62,732 45,209

その他 8,148 8,092

無形固定資産合計 70,880 53,301

投資その他の資産

投資有価証券 58,926 60,738

繰延税金資産 324,106 312,441

その他 200,882 191,434

貸倒引当金 △19,308 △19,308

投資その他の資産合計 564,606 545,306

固定資産合計 2,232,556 2,185,494

資産合計 15,663,492 17,087,163



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 3,047,801 3,474,937

未払法人税等 340,986 177,563

未成工事受入金 136,889 1,324,945

賞与引当金 340,500 170,950

役員賞与引当金 27,000 －

完成工事補償引当金 106,700 85,200

工事損失引当金 57,300 76,900

その他 345,239 388,150

流動負債合計 4,402,416 5,698,647

固定負債

退職給付引当金 1,101,600 1,115,227

役員退職慰労引当金 74,067 57,155

繰延税金負債 195 281

その他 25,952 25,095

固定負債合計 1,201,815 1,197,758

負債合計 5,604,231 6,896,406

純資産の部

株主資本

資本金 1,085,350 1,085,350

資本剰余金 684,400 684,400

利益剰余金 8,475,074 8,474,051

自己株式 △2,083 △2,083

株主資本合計 10,242,740 10,241,717

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 43,137 34,833

為替換算調整勘定 △226,617 △85,794

その他の包括利益累計額合計 △183,480 △50,960

純資産合計 10,059,260 10,190,756

負債純資産合計 15,663,492 17,087,163



（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：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高

完成工事高 13,005,828 12,159,386

兼業事業売上高 1,851,683 1,749,447

売上高合計 14,857,512 13,908,834

売上原価

完成工事原価 11,063,641 10,199,115

兼業事業売上原価 1,475,199 1,449,998

売上原価合計 12,538,840 11,649,114

売上総利益

完成工事総利益 1,942,187 1,960,270

兼業事業総利益 376,484 299,449

売上総利益合計 2,318,672 2,259,719

販売費及び一般管理費 1,746,108 1,777,077

営業利益 572,563 482,642

営業外収益

受取利息 47,403 41,826

為替差益 8,875 7,766

雑収入 10,539 8,979

営業外収益合計 66,818 58,572

営業外費用

支払利息 100 74

持分法による投資損失 1,283 3,233

賃貸収入原価 868 455

雑支出 696 630

営業外費用合計 2,948 4,393

経常利益 636,434 536,821

特別利益

固定資産売却益 650 －

特別利益合計 650 －

特別損失

固定資産除却損 33,807 402

会員権評価損 2,092 －

特別損失合計 35,900 402

税金等調整前四半期純利益 601,183 536,418

法人税等 237,769 205,246

少数株主損益調整前四半期純利益 363,413 331,172

四半期純利益 363,413 331,172



（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：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 363,413 331,172

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 32,397 △8,304

為替換算調整勘定 39,975 135,777

持分法適用会社に対する持分相当額 1,086 5,046

その他の包括利益合計 73,459 132,519

四半期包括利益 436,873 463,691

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 436,873 463,691



該当事項はありません。 

該当事項はありません。

Ⅰ 前第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）

１．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

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（注）全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

（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

（５）セグメント情報等

（単位：千円）

エンジニアリング事業 パイプ・素材事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 10,397,802 4,459,710 14,857,512

セグメント間の内部売上高又

は振替高
6,610 109,445 116,056

計 10,404,412 4,569,156 14,973,569

セグメント利益 501,103 570,035 1,071,138

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 1,071,138

全社費用（注） △434,704

四半期連結損益計算書の経常利益 636,434



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日）

１．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

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（注）全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

①生産実績

当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。

②受注実績

当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日）

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③売上実績

当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日）

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（単位：千円）

エンジニアリング事業 パイプ・素材事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 9,840,396 4,068,437 13,908,834

セグメント間の内部売上高又

は振替高
8,843 13,773 22,617

計 9,849,239 4,082,211 13,931,451

セグメント利益 719,449 232,443 951,893

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 951,893

全社費用（注） △415,072

四半期連結損益計算書の経常利益 536,821

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比

（％）
受注残高（千円）

前年同四半期比
（％）

エンジニアリング事業 16,042,455 149.9 12,753,418 186.6

パイプ・素材事業 5,513,054 99.8 3,311,691 100.8

セグメント間取引消去 △26,765 － △23,558 －

合計 21,528,744 133.0 16,041,551 160.2

セグメントの名称 売上高（千円） 前年同四半期比（％）

エンジニアリング事業 9,849,239 94.7

パイプ・素材事業 4,082,211 89.3

セグメント間取引消去 △22,617 －

合計 13,908,834 93.6


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	ヘッダー１3: 三井金属エンジニアリング㈱(1737)
	ヘッダー１4: 三井金属エンジニアリング㈱(1737)
	ヘッダー１5: 三井金属エンジニアリング㈱(1737)
	ヘッダー１6: 三井金属エンジニアリング㈱(1737)
	ヘッダー１7: 三井金属エンジニアリング㈱(1737)
	ヘッダー１8: 三井金属エンジニアリング㈱(1737)
	ヘッダー１9: 三井金属エンジニアリング㈱(1737)
	ヘッダー１10: 三井金属エンジニアリング㈱(1737)
	ヘッダー２3: 平成26年3月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー２4: 平成26年3月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー２5: 平成26年3月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー２6: 平成26年3月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー２7: 平成26年3月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー２8: 平成26年3月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー２9: 平成26年3月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー２10: 平成26年3月期　第３四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -


