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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

24年3月期 169,370 1.3 2,839 △11.7 3,268 △12.2 514 △75.9

23年3月期 167,257 5.0 3,217 9.9 3,723 △5.4 2,134 △2.1

（注）包括利益 24年3月期 452百万円 （△73.8％） 23年3月期 1,724百万円 （△43.8％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 5.50 ― 0.6 2.0 1.7
23年3月期 22.79 ― 2.6 2.3 1.9

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  381百万円 23年3月期  214百万円

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

24年3月期 163,528 81,071 49.6 865.60
23年3月期 165,800 81,559 49.2 870.73

（参考） 自己資本   24年3月期  81,071百万円 23年3月期  81,559百万円

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

24年3月期 336 △2,029 △3,289 27,264
23年3月期 6,340 △4,106 △3,451 32,252

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 ％ ％

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 936 43.9 1.2
24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 936 181.8 1.2

25年3月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00 58.5

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) 83,000 5.4 400 264.4 600 124.1 300 ― 3.20
通期 172,000 1.6 2,600 △8.4 3,000 △8.2 1,600 210.8 17.08



※  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  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 24年3月期 96,649,954 株 23年3月期 96,649,954 株

② 期末自己株式数 24年3月期 2,991,542 株 23年3月期 2,982,267 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 93,663,324 株 23年3月期 93,674,743 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

24年3月期 163,407 0.9 2,245 △19.6 2,552 △22.6 △147 ―

23年3月期 161,876 3.4 2,791 0.5 3,296 3.0 1,682 18.3

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

24年3月期 △1.57 ―

23年3月期 17.96 ―

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

24年3月期 149,043 68,901 46.2 735.67
23年3月期 151,380 70,082 46.3 748.20

（参考） 自己資本 24年3月期  68,901百万円 23年3月期  70,082百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 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 
 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に基づいており、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。業績予想に関する事項につきましては、添付資料2ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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) 80,000 5.1 100 ― 300 ― 100 ― 1.07
通期 166,000 1.6 2,000 △10.9 2,300 △9.9 1,100 ― 11.74
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１．経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

当期におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、生産活動

は緩やかに持ち直しているものの、欧州政府債務危機などを背景とした海外経済の減速、長期化する円高、

原油価格の上昇、厳しい雇用情勢やデフレの影響など、依然として景気の先行きは不透明な状況となって

おります。 

建設業界におきましては、公共投資に一部底堅い動きがみられたものの、民間の設備過剰感が依然とし

て残り、激しい受注・価格競争が継続するなど、引き続き厳しい経営環境にありました。 

このような状況下にありまして、当社グループは中期経営計画（平成 21 年度から 23 年度）に掲げた①

収益向上を目指した受注戦略の推進、②経営効率の向上、③経営管理体制の強化、④人材の育成強化など、

持続的成長戦略の足固めの諸施策を推進いたしました。 

当期の連結業績は、売上高につきましては、中部電力㈱向けの売上が減少したものの、一般得意先向け

の売上の増加により増収となりました。利益面につきましては、厳しい低価格競争などにより採算性が低

下し、営業利益、経常利益ともに減益となりました。また、法人税率引下げに関する法律が公布されたこ

とに伴う繰延税金資産の取り崩し（12 億 4 千 3 百万円）などにより、当期純利益につきましては大幅な減

益となりました。 

 

〔 連 結 業 績 〕 売 上 高 1,693億 7千万円 （対前期比 1.3％増） 

 営 業 利 益 28億 3千9百万円 （対前期比 11.7％減） 

 経 常 利 益 32億 6千8百万円 （対前期比 12.2％減） 

 当期純利益 5億 1千4百万円 （対前期比  75.9％減） 

     

〔 個 別 業 績 〕 売 上 高 1,634億 7百万円 （対前期比 0.9％増） 

 営 業 利 益 22億 4千5百万円 （対前期比 19.6％減） 

 経 常 利 益 25億 5千2百万円 （対前期比 22.6％減） 

 当期純損失 1億 4千7百万円 （前期は当期純利益16億8千2百万円）

 

今後の景気見通しにつきましては、各種の政策効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が確かなものと

なることが期待されますが、建設業界におきましては欧州政府債務危機の影響や原油価格の上昇、これら

を背景とした海外景気の下振れなどにより、国内景気が下押しされるリスクが存在し、また、国のエネル

ギー政策が見通せないなか、電力設備投資抑制の動きが当面継続することも想定されます。 

このような状況を踏まえ、当社グループの次期業績見通しは以下のように見込んでおります。 

 

〔連結業績見通し〕 売 上 高 1,720億円 

 営 業 利 益 26億円 

 経 常 利 益 30億円 

 当期純利益 16億円 

   

〔個別業績見通し〕 売 上 高 1,660億円 

 営 業 利 益 20億円 

 経 常 利 益 23億円 

 当期純利益 11億円 
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(2)財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当期末における総資産は、現金預金の減少（73 億 3 千 1 百万円）、預け金の増加（20 億円）、受取手形・

完成工事未収入金等の増加（46億8百万円）、繰延税金資産の減少（17億6千万円）などにより、前期末と

比較して22億7千1百万円減少し、1,635億 2千8百万円となりました。 

負債につきましては、支払手形・工事未払金等の増加（14 億 8 千 6 百万円）、未払法人税等の減少（10

億 1千 4百万円）、未成工事受入金の減少（10億 3千 6百万円）、退職給付引当金の減少（13億 3千 1百万

円）などにより、前期末と比較して17億8千3百万円減少し、824億5千7百万円となりました。 

純資産額は、利益剰余金の減少（4 億 2 千 1 百万円）、繰延ヘッジ損益の減少（1 億 3 千 9 百万円）など

により、前期末と比較して4億8千8百万円減少し、810億7千1百万円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローに

おける増加に対し、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローにおける減

少により、前期末と比較して49億8千7百万円減少し、272億6千4百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益31億1千6百万円、減

価償却費43億5千2百万円、退職給付引当金の減少13億3千1百万円、売上債権の増加45億6千2百

万円、仕入債務の増加 13億 1千 9百万円、未成工事受入金の減少10 億 2千 8百万円、法人税等の支払

額15億5千3百万円などにより、3億3千6百万円の資金増加となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、預け金の預入による支出20億円、有価証券の売

却による収入24億 7千万円、有形固定資産の取得による支出29億 4千 9百万円などにより、20億 2千

9百万円の資金減少となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出19億6千7百万円、

配当金の支払額9億3千5百万円などにより、32億8千9百万円の資金減少となりました。 

 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 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

自己資本比率 46.2％ 50.0％ 49.2％  49.6％ 

時価ベースの自己資本比率 29.0％ 29.4％ 27.9％  27.5％ 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率 
2.9年 2.7年 1.7年  33.9年 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
 16.8倍  12.6倍  18.7倍   0.9倍 

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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１ いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

３ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しています。 

４ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象として

います。 
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(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分に関しましては、株主の皆さまに対する利益還元を最重要政策として位置付けており、業績なら

びに将来にわたる事業展開のための内部留保の充実などを総合的に勘案したうえで、継続的かつ安定的な配

当を基本としております。 

上記方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、予定どおり1株当たり5円とさせていただき、先に

実施いたしました中間配当金（1株当たり5円）と合わせ、1株当たりの年間配当金は10円とさせていただき

ます。 

なお、次期の配当金につきましても、中間配当金、期末配当金ともに1株当たり5円とし、年間配当金10円

とさせていただく予定であります。 

 

(4)事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財政状態や投資家の皆さまの判断などに影響を及ぼす可能性のあるリスクには

以下のようなものがあります。 

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を十分認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の的

確な対応に努める所存であります。 

なお、文中における将来に関する事項は、期末日現在において当社グループが判断したものであります。 

①電力会社向け売上高について 

当社は中部電力㈱の子会社であり、配電線工事を受注・施工しておりますが、同社の電気事業の情勢

変化を受けて、想定を上回る電力設備投資の減少があった場合には、業績や財務状況に影響を及ぼす可

能性があります｡ 

②一般得意先向け売上高について 

当社は民間の一般得意先工事の受注拡大施策を推進しておりますが、建設市場の縮小傾向と企業間の

低価格競争により厳しい受注環境下にあります｡したがって、資材の廉価購入や施工効率の向上などのコ

ストダウン施策に取り組んでおりますが、景気の不透明感を背景とした民間設備投資の抑制により低価

格競争が一層熾烈化する場合には、業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります｡ 

③完成工事原価の変動リスク 

原価管理を徹底することにより、利益確保に努めておりますが、原油価格の上昇や原材料の値上げな

どの影響を受け、機器や電設資材等工事用材料費が高騰する可能性があります。今後、完成工事原価の

材料費が大幅に変動した場合には、業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります｡ 

④得意先の信用リスク 

当社グループは、得意先の与信管理を行い工事受注し、工事契約に基づき施工し、工事代金を受領し

ております。しかしながら、得意先が倒産し大型不良債権が発生した場合には、業績や財務状況に影響

を及ぼす可能性があります。 

⑤退職給付債務 

退職年金資産の運用結果が前提条件と異なる場合、その数理計算上の差異は、発生年度以降の一定の

期間で費用処理することとしています。退職年金資産の運用利回りの悪化や割引率の低下は、業績や財

務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥コンプライアンス 

当社グループでは、コンプライアンス宣言、行動規範を制定し、コンプライアンスの徹底などに努め

ております。 
ただし、コンプライアンスに反する事象の発生により、当社グループの社会的信用が低下した場合に

は、業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
⑦情報の流出 

当社グループでは、個人情報などの重要情報を適切に管理するため、法令などに則り、社内体制およ

び情報の取り扱いに関するルールを定めるとともに、情報システムのセキュリティ強化や従業員教育な

どに取り組んでおります。 
ただし、情報が外部に流出し、当社グループの社会的信用が低下した場合には、業績や財務状況に影

響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社6社及び持分法適用関連会社2社で構成され、設備工事業を主な事業の

内容としております。 

当社グループの事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。また、当社は中部

電力㈱〔電気事業〕の子会社であります。 

 

（設備工事業） 

配電線工事については、当社が中部電力㈱より受注しており、㈱トーエネックサービスにその周辺業務を発

注しております。 

一般工事については、当社及び㈱トーエネックサービスが受注施工しており、当社が受注した工事の一部を

㈱トーエネックサービスが下請施工しております。 

海外子会社である統一能科建筑安装（上海）有限公司、台湾統一能科股份有限公司、TOENEC(THAILAND)CO., 

LTD.、TOENEC PHILIPPINES INCORPORATED は、それぞれ中華人民共和国、中華民国、タイ王国、フィリピン共

和国内において建築物の空調、衛生、電気、通信及び消火設備等の施工を行っております。 

(注) 台湾統一能科股份有限公司は、平成24年3月29日付で解散し、清算手続き中であります。 

 

（その他） 

当社は商品を販売しております。 

㈱トーエネックサービスは、商品販売、土地建物の賃貸、損害保険代理業、事務用機器の賃貸等を行ってお

ります。 

㈱フィルテックは、中高性能フィルターの洗浄事業等を行っております。 

ＰＦＩ豊川宝飯斎場㈱は、ＰＦＩ事業である豊川宝飯斎場会館の施設整備、維持管理及び運営を受託してお

ります。 

㈱中部プラントサービスは、中部電力㈱の子会社であり、火力・原子力発電所の建設・点検・保守工事を

行っております。 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 
 

その他の得意先 

                     

          工事請負 中部電力㈱の子会社・関連会社 

          
中部電力㈱〔親会社〕 ※㈱中部プラント

サービス 
その他の子会社・関連会社 

                     

      工事請負     工事請負  工事請負   

 
工事請負 

     商品販売     商品販売  商品販売   
工事材料

                     

        当社 

    

    
その他 設備工事業 

             

   

商品販売 

土地建物賃貸 

事務機器賃貸 

損害保険代行 

工事請負 
          

           

工事の周辺業務 

工事の施工(下請) 

商品販売 
中高性能フィルターの洗浄 

      ☆㈱トーエネックサービス ☆㈱フィルテック 

      その他 設備工事業 その他 
                     

                     

               
工事の施工 

      

      ☆統一能科建筑安装（上海）有限公司 ※ＰＦＩ豊川宝飯斎場㈱ 

      ☆台湾統一能科股份有限公司 その他 

      ☆TOENEC (THAILAND) CO.,LTD.       

      ☆TOENEC PHILIPPINES INCORPORATED ☆連結子会社   

      設備工事業 ※持分法適用関連会社   
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３．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

当社グループは、 

①社会のニーズに応える快適環境の創造 

②未来をみつめ独自性を誇りうる技術の展開 

③考え挑戦するいきいき人間企業の実現 

を経営理念の柱に掲げ、電力供給設備・電気設備・環境関連設備・情報通信設備などの設計・施工などを営

む総合設備企業として、エネルギー、環境、情報の分野においてインフラストラクチャーの整備・構築を責

務として事業を展開しております。 

 

(2)中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

当社グループは、以下の新中期経営方針（平成 24 年度から 25 年度）に掲げた基本方針のもと、「お客さ

ま満足度と従業員満足度の向上」を最優先に取り組み、これまでの長年にわたる社会インフラの整備・維持

の実績が当社の強みであることを従業員一人ひとりが誇りとして再認識した上でこれを原動力とし、自ら

「お客さま・地域・社会に対し何が貢献できるか」を考え挑戦することのできる企業風土の醸成に重点を置

きます。さらに、従業員全員が方針・方策を共有・理解し、組織総合力が発揮できる体制へと強化してまい

ります。 

 

 ＜中期経営方針＞ 

 ○基本方針 

  「将来の成長を目指した事業基盤整備」 

   ○重点方針 

  ① 従業員自らが考え挑戦する企業風土の醸成 

  ② 組織総合力の向上を目指した体制強化 

  ③ 安定した利益を確保するための体制構築 

 

また、平成 23 年 12 月 22 日にお知らせいたしました建設業法上の資格取得申請に係る不正行為および工

事用資材の架空発注につきましては、当社に対する信頼を著しく損ねるものであると重く受け止め、二度と

同様の事象を発生させることのないよう、再発防止策を徹底し、経営トップ自らが業務運営体制・方法を見

直すとともに、全社一丸となって、日々、コンプライアンスを強く意識した業務遂行に努めることで、皆さ

まから信頼していただける組織運営体制の再構築に、全力を挙げて取り組んでまいります。 
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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23年 3月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年 3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 20,136 12,805

預け金 8,000 10,000

受取手形・完成工事未収入金等 39,869 44,478

有価証券 9,465 9,996

未成工事支出金 3,283 3,299

材料貯蔵品 2,610 2,467

商品 101 94

繰延税金資産 2,380 2,082

その他 2,544 2,453

貸倒引当金 △151 △137

流動資産合計 88,241 87,540

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 43,878 45,206

機械、運搬具及び工具器具備品 21,316 21,888

土地 26,884 26,884

建設仮勘定 456 79

減価償却累計額 △43,986 △44,583

有形固定資産合計 48,548 49,475

無形固定資産 1,267 1,202

投資その他の資産   

投資有価証券 16,075 15,147

繰延税金資産 10,815 9,353

その他 1,836 1,788

貸倒引当金 △985 △979

投資その他の資産合計 27,742 25,309

固定資産合計 77,558 75,987

資産合計 165,800 163,528
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年 3月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年 3月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 31,305 32,792

短期借入金 3,946 3,976

リース債務 1,798 1,784

未払費用 5,775 5,699

未払法人税等 1,445 430

未成工事受入金 2,301 1,265

工事損失引当金 1,192 550

その他 897 1,168

流動負債合計 48,662 47,667

固定負債   

長期借入金 114 64

リース債務 4,977 5,593

退職給付引当金 30,303 28,972

役員退職慰労引当金 42 61

その他 139 98

固定負債合計 35,577 34,789

負債合計 84,240 82,457

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,680 7,680

資本剰余金 6,839 6,839

利益剰余金 66,178 65,757

自己株式 △1,412 △1,416

株主資本合計 79,286 78,860

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,745 1,792

繰延ヘッジ損益 453 313

為替換算調整勘定 74 104

その他の包括利益累計額合計 2,273 2,210

純資産合計 81,559 81,071

負債純資産合計 165,800 163,528
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（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22年 4月 1日 
 至 平成23年 3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

売上高   

完成工事高 167,257 169,370

売上原価   

完成工事原価 147,262 149,808

売上総利益   

完成工事総利益 19,995 19,561

販売費及び一般管理費 16,778 16,721

営業利益 3,217 2,839

営業外収益   

受取利息 110 104

受取配当金 104 115

受取地代家賃 157 152

デリバティブ評価益 219 6

持分法による投資利益 214 381

雑収入 124 162

営業外収益合計 932 922

営業外費用   

支払利息 338 362

為替差損 40 71

雑支出 46 59

営業外費用合計 425 493

経常利益 3,723 3,268

特別利益   

固定資産売却益 18 5

貸倒引当金戻入額 92 －

投資有価証券売却益 23 0

株式割当益 161 －

特別利益合計 294 5

特別損失   

固定資産除売却損 119 110

投資有価証券売却損 47 0

投資有価証券評価損 15 46

特別損失合計 182 158

税金等調整前当期純利益 3,836 3,116

法人税、住民税及び事業税 1,460 433

過年度法人税等 － 89

法人税等調整額 241 2,079

法人税等合計 1,701 2,601

少数株主損益調整前当期純利益 2,134 514

当期純利益 2,134 514
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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22年 4月 1日 
 至 平成23年 3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 2,134 514

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △245 46

繰延ヘッジ損益 △174 △139

為替換算調整勘定 11 30

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △0

その他の包括利益合計 △409 △62

包括利益 1,724 452

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,724 452

少数株主に係る包括利益 － －
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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22年 4月 1日 
 至 平成23年 3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 7,680 7,680

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,680 7,680

資本剰余金   

当期首残高 6,839 6,839

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 6,839 6,839

利益剰余金   

当期首残高 64,981 66,178

当期変動額   

剰余金の配当 △936 △936

当期純利益 2,134 514

当期変動額合計 1,197 △421

当期末残高 66,178 65,757

自己株式   

当期首残高 △1,406 △1,412

当期変動額   

自己株式の取得 △7 △4

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △6 △3

当期末残高 △1,412 △1,416

株主資本合計   

当期首残高 78,095 79,286

当期変動額   

剰余金の配当 △936 △936

当期純利益 2,134 514

自己株式の取得 △7 △4

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 1,191 △425

当期末残高 79,286 78,860

㈱トーエネック（1946）平成24年3月期　決算短信

- 11 -



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年 4月 1日 
 至 平成23年 3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年 4月 1日 
 至 平成24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 1,992 1,745

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △246 46

当期変動額合計 △246 46

当期末残高 1,745 1,792

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 627 453

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △174 △139

当期変動額合計 △174 △139

当期末残高 453 313

為替換算調整勘定   

当期首残高 62 74

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 30

当期変動額合計 11 30

当期末残高 74 104

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 2,682 2,273

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △409 △62

当期変動額合計 △409 △62

当期末残高 2,273 2,210

純資産合計   

当期首残高 80,778 81,559

当期変動額   

剰余金の配当 △936 △936

当期純利益 2,134 514

自己株式の取得 △7 △4

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △409 △62

当期変動額合計 781 △488

当期末残高 81,559 81,071
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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22年 4月 1日 
 至 平成23年 3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年 4月 1日 
 至 平成24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 3,836 3,116

減価償却費 4,165 4,352

貸倒引当金の増減額（△は減少） △88 △20

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,626 △1,331

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10 19

その他の引当金の増減額（△は減少） 842 △642

受取利息及び受取配当金 △215 △219

支払利息 338 362

為替差損益（△は益） 3 △15

投資有価証券評価損益（△は益） 15 46

投資有価証券売却損益（△は益） 23 0

持分法による投資損益（△は益） △214 △381

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 101 105

売上債権の増減額（△は増加） △4,906 △4,562

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,183 14

たな卸資産の増減額（△は増加） △121 150

仕入債務の増減額（△は減少） 3,021 1,319

未成工事受入金の増減額（△は減少） 346 △1,028

未払消費税等の増減額（△は減少） △259 21

その他 581 582

小計 7,015 1,889

法人税等の支払額 △675 △1,553

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,340 336

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △741 △70

定期預金の払戻による収入 959 437

預け金の純増減額(△は増加) △2,000 △2,000

有価証券の取得による支出 △4,265 △497

有価証券の売却による収入 4,100 2,470

投資有価証券の取得による支出 △11 △16

投資有価証券の売却による収入 240 516

貸付けによる支出 △5 －

貸付金の回収による収入 13 15

有形固定資産の取得による支出 △2,489 △2,949

有形固定資産の売却による収入 380 12

利息及び配当金の受取額 233 322

その他 △519 △270

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,106 △2,029
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年 4月 1日 
 至 平成23年 3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

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） △7 △1

長期借入れによる収入 140 200

長期借入金の返済による支出 △416 △217

自己株式の取得による支出 △7 △4

自己株式の売却による収入 0 0

リース債務の返済による支出 △1,885 △1,967

利息の支払額 △340 △363

配当金の支払額 △935 △935

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,451 △3,289

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,238 △4,987

現金及び現金同等物の期首残高 33,490 32,252

現金及び現金同等物の期末残高 32,252 27,264
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(5)継続企業の前提に関する注記 

該当事項なし。 

 

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

当連結会計年度 

(自 平成23年 4月 1日 

至 平成24年 3月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

連結子会社数 6社 

すべての子会社を連結の範囲に含めている。 

連結子会社名 

・㈱トーエネックサービス 

・㈱フィルテック 

・統一能科建筑安装（上海）有限公司 

・台湾統一能科股份有限公司 

・TOENEC （THAILAND） CO.,LTD.  

・TOENEC PHILIPPINES INCORPORATED 
 

２ 持分法の適用に関

する事項 

持分法適用関連会社数 2社 

すべての関連会社を持分法適用の範囲に含めている。 

持分法適用関連会社名 

・ＰＦＩ豊川宝飯斎場㈱ 

・㈱中部プラントサービス 
 

３ 連結子会社の事業

年度等に関する事項 

連結子会社のうち、統一能科建筑安装（上海）有限公司、台湾統一能科股份有限

公司、TOENEC（THAILAND）CO.,LTD.、TOENEC PHILIPPINES INCORPORATEDの決算日

は12月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っ

ている。 

 また、その他の連結子会社については決算日に相違はない。 
 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 
 

 デリバティブ 

時価法 
 

 たな卸資産 

①未成工事支出金 

個別法による原価法 

②材料貯蔵品、商品 

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定） 
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当連結会計年度 

(自 平成23年 4月 1日 

至 平成24年 3月31日) 

 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

①リース資産以外の有形固定資産 

主として定率法 

ただし、当社及び国内連結子会社については、平成10年4月1日以降に取得

した建物(建物附属設備を除く)について、定額法を採用している。 

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっている。 

②リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっている。 
 

 無形固定資産 

定額法 

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5

年)に基づく定額法による。 
 

 (3)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上している。 
 

 工事損失引当金 

将来の工事損失の発生に備えるため、工事損失が確実視される場合に、当連

結会計年度末において合理的に見積もることができる工事損失見込額を計上す

る方法によっている。 
 

 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上している。 

過去勤務債務及び数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により、発生連結会計年度

から費用処理している。 
 

 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上し

ている。 
 

 (4)重要な収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは主に原

価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。 

なお、工事進行基準による完成工事高は、42,355百万円である。 
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当連結会計年度 

(自 平成23年 4月 1日 

至 平成24年 3月31日) 

 

 

(5)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっている。 

なお、為替予約が付されている外貨建金銭債務については、振当処理を採用

し、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によってい

る。 
 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

コモディティ・スワップ 低硫黄Ａ重油 

為替予約 外貨建金銭債務 

金利スワップ 借入金 
  

 ③ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額を定めた内部規程に基づ

き、ヘッジ対象に係る価格相場変動リスク、為替相場変動リスク及び金利変動リ

スクを一定の範囲内でヘッジしている。 
 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を四半期毎に比較し、両者の変動額

等を基礎として、ヘッジ有効性を評価している。 

 ただし、振当処理によっている為替予約及び特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略している。 
 

 (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能又は3ヶ月以内に満期の到来する預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資からなる。 
 

 (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 
 

 

(7)追加情報 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用している。 
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(8)連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報） 
当連結会計年度（自 平成23年 4月 1日 至 平成24年3月31日） 

１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。 

当社は、電気工事・管工事その他設備工事全般に関する事業を営んでおり、当社及び子会社の設備工事を

集約し、「設備工事業」を報告セグメントとしている。 

「設備工事業」は、配電線工事、地中線工事、通信工事、屋内線工事、空調管工事を受注施工している。 

 

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であり、セグメント利益は、営業利益ベースの数値である。セグメント間の取引価

格及び振替価格は市場実勢価格等に基づいている。 

なお、セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象と

していないため、記載していない。 

 

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失その他の項目の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

報告セグメント

 

設備工事業 

その他 

(注１) 
合計 

調整額 

(注２) 

連結財務諸表

計上額(注３)

売上高  

外部顧客への売上高 165,500 3,869 169,370 ― 169,370

セグメント間の内部売上高

又は振替高 0 3,111 3,111 △3,111 ―

計 165,500 6,981 172,481 △3,111 169,370

セグメント利益 7,233 382 7,616 △4,776 2,839

その他の項目  

減価償却費 3,132 810 3,942 409 4,352
 

(注) １ 「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、商品販売、賃貸リース、損害保

険代理業等を含んでいる。 

 ２ セグメント利益の調整額△4,776 百万円には、セグメント間取引消去 108 百万円及び報告セグメントに配分し

ていない全社費用△4,884 百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表

提出会社の管理部門に係る一般管理費である。 

 ３ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っている。 
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成22年 4月 1日 

至 平成23年 3月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年 4月 1日 

至 平成24年 3月31日) 

１株当たり純資産額 870.73円 865.60円

１株当たり当期純利益 22.79円 5.50円

(注)1.

2.

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いない。 

１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
前連結会計年度 

(平成23年3月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年3月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 81,559 81,071

普通株式に係る純資産額(百万円) 81,559 81,071

普通株式の発行済株式数(千株) 96,649 96,649

普通株式の自己株式数(千株) 2,982 2,991

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株) 

93,667 93,658

3. １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 

前連結会計年度 

(自 平成22年 4月 1日 

至 平成23年 3月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年 4月 1日 

至 平成24年 3月31日) 

当期純利益（百万円） 2,134 514

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) 2,134 514

普通株式の期中平均株式数(千株) 93,674 93,663

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項なし。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年 3月31日) 

当事業年度 
(平成24年 3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 18,945 11,794

預け金 8,000 10,000

受取手形 1,962 2,117

完成工事未収入金 36,409 40,555

有価証券 9,465 9,996

未成工事支出金 3,193 3,161

材料貯蔵品 2,563 2,462

商品 63 59

繰延税金資産 2,232 1,924

未収入金 1,051 1,043

立替金 928 1,177

デリバティブ債権 999 661

その他 355 333

貸倒引当金 △197 △137

流動資産合計 85,972 85,149

固定資産   

有形固定資産   

建物 37,785 38,901

減価償却累計額 △25,211 △25,942

建物（純額） 12,574 12,958

構築物 4,787 4,990

減価償却累計額 △3,543 △3,708

構築物（純額） 1,244 1,282

機械及び装置 3,857 5,530

減価償却累計額 △1,471 △2,136

機械及び装置（純額） 2,386 3,394

車両運搬具 1,018 1,482

減価償却累計額 △259 △462

車両運搬具（純額） 759 1,019

工具器具・備品 4,489 4,423

減価償却累計額 △3,821 △3,722

工具器具・備品（純額） 668 701

土地 26,825 26,825

建設仮勘定 456 27

有形固定資産合計 44,914 46,208

無形固定資産   

ソフトウエア 787 729

その他 382 423

無形固定資産合計 1,170 1,152
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年 3月31日) 

当事業年度 
(平成24年 3月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,140 5,935

関係会社株式 317 317

関係会社出資金 0 138

長期貸付金 160 145

関係会社長期貸付金 812 317

破産更生債権等 652 656

長期前払費用 13 10

繰延税金資産 10,790 9,276

その他 1,019 982

貸倒引当金 △1,585 △1,247

投資その他の資産合計 19,322 16,533

固定資産合計 65,408 63,894

資産合計 151,380 149,043

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,635 4,661

工事未払金 23,465 24,473

短期借入金 3,700 3,700

リース債務 897 1,319

未払金 3,000 3,094

未払費用 5,358 5,245

未払法人税等 1,399 231

未成工事受入金 1,903 1,037

工事損失引当金 1,172 537

その他 803 1,047

流動負債合計 46,337 45,348

固定負債   

リース債務 4,570 5,750

退職給付引当金 30,300 28,964

その他 89 78

固定負債合計 34,960 34,793

負債合計 81,298 80,142
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年 3月31日) 

当事業年度 
(平成24年 3月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,680 7,680

資本剰余金   

資本準備金 6,831 6,831

その他資本剰余金 7 7

資本剰余金合計 6,839 6,839

利益剰余金   

利益準備金 1,639 1,639

その他利益剰余金   

海外市場開拓積立金 100 100

固定資産圧縮積立金 1,033 1,098

別途積立金 49,800 50,500

繰越利益剰余金 2,212 362

利益剰余金合計 54,784 53,700

自己株式 △1,412 △1,416

株主資本合計 67,892 66,804

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,736 1,783

繰延ヘッジ損益 453 313

評価・換算差額等合計 2,190 2,097

純資産合計 70,082 68,901

負債純資産合計 151,380 149,043
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年 4月 1日 
 至 平成23年 3月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

売上高   

完成工事高 158,489 159,918

兼業事業売上高 3,386 3,488

売上高合計 161,876 163,407

売上原価   

完成工事原価 140,077 142,052

兼業事業売上原価 3,047 3,152

売上原価合計 143,124 145,205

売上総利益   

完成工事総利益 18,412 17,866

兼業事業総利益 339 335

売上総利益合計 18,751 18,202

販売費及び一般管理費   

役員報酬 314 311

従業員給料手当 7,869 7,999

退職給付費用 669 870

法定福利費 1,146 1,172

福利厚生費 592 614

修繕維持費 116 160

事務用品費 166 139

通信交通費 530 478

動力用水光熱費 170 168

調査研究費 328 277

広告宣伝費 239 213

貸倒引当金繰入額 13 5

交際費 221 90

寄付金 22 42

地代家賃 561 503

減価償却費 1,050 1,071

租税公課 382 376

保険料 16 17

雑費 1,546 1,442

販売費及び一般管理費合計 15,960 15,956

営業利益 2,791 2,245

営業外収益   

受取利息 58 62

有価証券利息 53 43

受取配当金 114 220

受取地代家賃 245 242

デリバティブ評価益 219 6

雑収入 152 156

営業外収益合計 843 732

営業外費用   

支払利息 274 350

為替差損 18 －

雑支出 45 75

営業外費用合計 338 425

経常利益 3,296 2,552
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年 4月 1日 
 至 平成23年 3月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 13 4

貸倒引当金戻入額 90 －

投資有価証券売却益 23 0

株式割当益 161 －

特別利益合計 288 4

特別損失   

固定資産除売却損 80 63

投資有価証券売却損 47 0

投資有価証券評価損 15 46

関係会社出資金評価損 92 174

特別損失合計 235 284

税引前当期純利益 3,349 2,272

法人税、住民税及び事業税 1,388 190

過年度法人税等 － 89

法人税等調整額 278 2,140

法人税等合計 1,667 2,420

当期純利益又は当期純損失（△） 1,682 △147
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年 4月 1日 
 至 平成23年 3月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 7,680 7,680

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,680 7,680

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 6,831 6,831

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,831 6,831

その他資本剰余金   

当期首残高 7 7

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 7 7

資本剰余金合計   

当期首残高 6,839 6,839

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 6,839 6,839

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 1,639 1,639

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,639 1,639

その他利益剰余金   

海外市場開拓積立金   

当期首残高 100 100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 100 100

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 1,056 1,033

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △23 △18

税率変更に伴う影響額 － 84

当期変動額合計 △23 65

当期末残高 1,033 1,098
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年 4月 1日 
 至 平成23年 3月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

別途積立金   

当期首残高 49,400 49,800

当期変動額   

別途積立金の積立 400 700

当期変動額合計 400 700

当期末残高 49,800 50,500

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,842 2,212

当期変動額   

別途積立金の積立 △400 △700

剰余金の配当 △936 △936

固定資産圧縮積立金の取崩 23 18

税率変更に伴う影響額 － △84

当期純利益又は当期純損失（△） 1,682 △147

当期変動額合計 369 △1,849

当期末残高 2,212 362

利益剰余金合計   

当期首残高 54,038 54,784

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △936 △936

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

税率変更に伴う影響額 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 1,682 △147

当期変動額合計 746 △1,083

当期末残高 54,784 53,700

自己株式   

当期首残高 △1,406 △1,412

当期変動額   

自己株式の取得 △7 △4

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △6 △3

当期末残高 △1,412 △1,416

株主資本合計   

当期首残高 67,152 67,892

当期変動額   

剰余金の配当 △936 △936

当期純利益又は当期純損失（△） 1,682 △147

自己株式の取得 △7 △4

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 739 △1,088

当期末残高 67,892 66,804
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年 4月 1日 
 至 平成23年 3月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,982 1,736

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △245 46

当期変動額合計 △245 46

当期末残高 1,736 1,783

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 627 453

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △174 △139

当期変動額合計 △174 △139

当期末残高 453 313

評価・換算差額等合計   

当期首残高 2,610 2,190

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △420 △92

当期変動額合計 △420 △92

当期末残高 2,190 2,097

純資産合計   

当期首残高 69,763 70,082

当期変動額   

剰余金の配当 △936 △936

当期純利益又は当期純損失（△） 1,682 △147

自己株式の取得 △7 △4

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △420 △92

当期変動額合計 318 △1,180

当期末残高 70,082 68,901
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(4)継続企業の前提に関する注記 

該当事項なし。 

 

 

６．その他 

受注及び売上の状況（個別業績） 

①部門別受注高・売上高・期末手持工事高 

（注）( )内のパーセント表示は、構成比率を示しております。 

部 門 別 
前 期 

(22.4.1～23.3.31) 

当 期 

(23.4.1～24.3.31) 
比較増減 増減率 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円 ％

配 電 線 工 事 79,460 ( 47.1) 77,588 ( 47.6) △1,871 △2.4

地 中 線 工 事 6,249 (  3.7) 6,045 (  3.7) △203 △3.3

通 信 工 事 17,286 ( 10.2) 14,529 (  8.9) △2,756 △15.9

屋 内 線 工 事 53,284 ( 31.6) 53,565 ( 32.8) 281 0.5

空 調 管 工 事 9,097 (  5.4) 7,983 (  4.9) △1,113 △12.2

計 165,377 ( 98.0) 159,712 ( 97.9) △5,664 △3.4

商 品 販 売 3,386 (  2.0) 3,488 (  2.1) 101 3.0

受 

注 

高 

合 計 168,764 (100.0) 163,201 (100.0) △5,562 △3.3

配 電 線 工 事 79,336 ( 49.0) 77,677 ( 47.5) △1,658 △2.1

地 中 線 工 事 5,834 (  3.6) 6,660 (  4.1) 825 14.1

通 信 工 事 16,770 ( 10.3) 13,574 (  8.3) △3,196 △19.1

屋 内 線 工 事 48,018 ( 29.7) 53,999 ( 33.1) 5,980 12.5

空 調 管 工 事 8,529 (  5.3) 8,007 (  4.9) △522 △6.1

計 158,489 ( 97.9) 159,918 ( 97.9) 1,429 0.9

商 品 販 売 3,386 (  2.1) 3,488 (  2.1) 101 3.0

売 

上 

高 
合 計 161,876 (100.0) 163,407 (100.0) 1,531 0.9

配 電 線 工 事 1,304 (  3.1) 1,215 (  2.9) △89 △6.8

地 中 線 工 事 3,297 (  7.9) 2,683 (  6.5) △614 △18.6

通 信 工 事 2,883 (  6.9) 3,839 (  9.2) 955 33.1

屋 内 線 工 事 30,514 ( 72.8) 30,080 ( 72.1) △434 △1.4

空 調 管 工 事 3,910 (  9.3) 3,886 (  9.3) △24 △0.6

期 

末 

手 

持 

工 

事 

高 

計 41,910 (100.0) 41,704 (100.0) △205 △0.5
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②得意先別受注高・売上高 

得 意 先 別 
前 期 

(22.4.1～23.3.31) 

当 期 

(23.4.1～24.3.31) 
比較増減 増減率 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円 ％

中 部 電 力 ㈱ 83,247 ( 49.3) 80,907 ( 49.6) △2,339 △2.8

一 般 得 意 先 85,516 ( 50.7) 82,294 ( 50.4) △3,222 △3.8

受
注
高 

合 計 168,764 (100.0) 163,201 (100.0) △5,562 △3.3
  

中 部 電 力 ㈱ 84,838 ( 52.4) 81,678 ( 50.0) △3,159 △3.7

一 般 得 意 先 77,038 ( 47.6) 81,728 ( 50.0) 4,690 6.1

売
上
高 

合 計 161,876 (100.0) 163,407 (100.0) 1,531 0.9

（注） ( )内のパーセント表示は、構成比率を示しております。 

 

③次期得意先別受注高・売上高予想 

（注） ( )内のパーセント表示は、構成比率を示しております。 

 

④次期部門別売上高予想 

（注） ( )内のパーセント表示は、構成比率を示しております。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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に基づいて

おり、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。 

得 意 先 別 
当 期 

(23.4.1～24.3.31) 

次期予想 

(24.4.1～25.3.31) 
比較増減 増減率 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円 ％

中 部 電 力 ㈱ 80,907 ( 49.6) 79,000 ( 47.3) △1,907 △2.4

一 般 得 意 先 82,294 ( 50.4) 88,000 ( 52.7) 5,705 6.9

受
注
高 

合 計 163,201 (100.0) 167,000 (100.0) 3,798 2.3
  

中 部 電 力 ㈱ 81,678 ( 50.0) 79,000 ( 47.6) △2,678 △3.3

一 般 得 意 先 81,728 ( 50.0) 87,000 ( 52.4) 5,271 6.4

売
上
高 

合 計 163,407 (100.0) 166,000 (100.0) 2,592 1.6

部 門 別 
当 期 

(23.4.1～24.3.31) 

次期予想 

(24.4.1～25.3.31) 
比較増減 増減率 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円 ％

配 電 線 工 事 77,677 ( 47.5) 78,000 ( 47.0) 322 0.4

地 中 線 工 事 6,660 (  4.1) 6,000 (  3.6) △660 △9.9

通 信 工 事 13,574 ( 8.3) 16,500 ( 10.0) 2,925 21.6

屋 内 線 工 事 53,999 ( 33.1) 54,000 ( 32.5) 0 0.0

空 調 管 工 事 8,007 (  4.9) 8,000 (  4.8) △7 △0.1

計 159,918 ( 97.9) 162,500 ( 97.9) 2,581 1.6

商 品 販 売 3,488 (  2.1) 3,500 (  2.1) 11 0.3

売 

上 

高 

合 計 163,407 (100.0) 166,000 (100.0) 2,592 1.6
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