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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 176,142 4.0 3,665 29.1 4,226 29.3 2,346 355.8
24年3月期 169,370 1.3 2,839 △11.7 3,268 △12.2 514 △75.9

（注）包括利益 25年3月期 2,725百万円 （502.5％） 24年3月期 452百万円 （△73.8％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 25.05 ― 2.9 2.5 2.1
24年3月期 5.50 ― 0.6 2.0 1.7

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  423百万円 24年3月期  381百万円

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

25年3月期 169,342 82,854 48.9 884.77
24年3月期 163,528 81,071 49.6 865.60

（参考） 自己資本   25年3月期  82,854百万円 24年3月期  81,071百万円

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

25年3月期 4,815 △483 △3,199 28,511
24年3月期 336 △2,029 △3,289 27,264

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 ％ ％

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 936 181.8 1.2
25年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 936 39.9 1.1
26年3月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00 52.0

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、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) 85,400 6.5 500 △25.1 600 △37.2 300 △35.4 3.20
通期 178,000 1.1 3,000 △18.2 3,300 △21.9 1,800 △23.3 19.22



※  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 

(注)「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当するものであります。 
  詳細は、添付資料17ページ「４.(５)連結財務諸表に関する注記事項 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)」をご覧ください。 

(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  ： 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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 96,649,954 株 24年3月期 96,649,954 株
② 期末自己株式数 25年3月期 3,003,988 株 24年3月期 2,991,542 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 93,651,269 株 24年3月期 93,663,324 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 168,914 3.4 2,746 22.3 3,123 22.4 1,483 ―
24年3月期 163,407 0.9 2,245 △19.6 2,552 △22.6 △147 ―

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

25年3月期 15.84 ―
24年3月期 △1.57 ―

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

25年3月期 154,347 69,890 45.3 746.32
24年3月期 149,043 68,901 46.2 735.67

（参考） 自己資本 25年3月期  69,890百万円 24年3月期  68,901百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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、当社としてその実現を約束する趣旨のもので
はありません。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.(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) 83,000 8.2 200 △1.0 400 △7.3 200 85.5 2.14
通期 172,000 1.8 2,200 △19.9 2,500 △20.0 1,300 △12.4 13.88



 
 
 
添付資料の目次 

 

１．経営成績・財政状態に関する分析..............................................................2 

(１) 経営成績に関する分析......................................................................2 

(２) 財政状態に関する分析......................................................................3 

(３) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当..............................................4 

(４) 事業等のリスク............................................................................4 

２．企業集団の状況..............................................................................5 

３．経営方針....................................................................................6 

(１) 会社の経営の基本方針......................................................................6 

(２) 中長期的な経営戦略と対処すべき課題........................................................6 

４．連結財務諸表................................................................................7 

(１) 連結貸借対照表............................................................................7 

(２) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書......................................................9 

(３) 連結株主資本等変動計算書.................................................................11 

(４) 連結キャッシュ・フロー計算書.............................................................13 

(５) 連結財務諸表に関する注記事項.............................................................15 

（継続企業の前提に関する注記）.............................................................15 

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）...........................................15 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）...............................17 

（表示方法の変更）.........................................................................17 

（セグメント情報）.........................................................................18 

（１株当たり情報）.........................................................................19 

（重要な後発事象）.........................................................................19 

５．個別財務諸表...............................................................................20 

(１) 貸借対照表...............................................................................20 

(２) 損益計算書...............................................................................23 

(３) 株主資本等変動計算書.....................................................................25 

６．その他.....................................................................................28 

受注及び売上の状況（個別業績）.............................................................28 

㈱トーエネック（1946）平成25年3月期　決算短信

- 1 -



１．経営成績・財政状態に関する分析 

(１)経営成績に関する分析 

当期におけるわが国経済は、復興需要などを背景に一部持ち直しの動きも見られ、また政権交代後の円

安・株高の流れから、景気回復への期待も高まっています。しかしながら、欧州の財政問題の長期化、中

国経済の減速などの懸念材料もあり、依然として先行きの不透明な状況で推移しました。 

建設業界におきましては、民間設備投資は緩やかに持ち直しているものの、国内企業・工場の海外移転

が進むなか、激しい受注・価格競争は継続しており、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 24 年度から 25 年度）に掲げた

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など、将来の成長を目指した事業基盤整備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、中部電力への売上は減少したものの、再生可能エネルギー

の固定価格買取制度の導入に伴う太陽光発電関連工事の増加や、移動体通信事業者による基地局への積極

的な設備投資などにより一般得意先向けの売上が増加し、増収となりました。 

利益面につきましても、売上高の増加に伴う売上総利益の増加に加え、販売費及び一般管理費の削減な

どにより、営業利益、経常利益、当期純利益ともに増益となりました。 

 

〔 連 結 業 績 〕 売 上 高 1,761億 4千2百万円 （対前期比 4.0％増） 

 営 業 利 益 36億 6千5百万円 （対前期比 29.1％増） 

 経 常 利 益 42億 2千6百万円 （対前期比 29.3％増） 

 当期純利益 23億 4千6百万円 （対前期比 355.8％増） 

     

〔 個 別 業 績 〕 売 上 高 1,689億 1千4百万円 （対前期比 3.4％増） 

 営 業 利 益 27億 4千6百万円 （対前期比 22.3％増） 

 経 常 利 益 31億 2千3百万円 （対前期比 22.4％増） 

 当期純利益 14億 8千3百万円 （前期は当期純損失1億4千7百万円）

 

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。しかしながら、建設業界におきましては、国内企業・工場の海外移転が加速す

るなかで受注・価格競争は一層激しくなるものと思われ、また電力業界の厳しい収支環境のもと、電力設

備投資抑制の動きが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 1,780億円 

 営 業 利 益 30億円 

 経 常 利 益 33億円 

 当期純利益 18億円 

   

〔個別業績見通し〕 売 上 高 1,720億円 

 営 業 利 益 22億円 

 経 常 利 益 25億円 

 当期純利益 13億円 

 

㈱トーエネック（1946）平成25年3月期　決算短信

- 2 -



 (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、現金預金の増加（12 億 2 千 1 百万円）、受取手形・完成工事未収入金等の増加

（44億 3百万円）などにより、前期末と比較して58億 1千 4百万円増加し、1,693 億 4千 2百万円となり

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（30 億 7 百万円）、退職給付引当金の減少（9 億

1 千 3 百万円）などにより、前期末と比較して 40 億 3 千万円増加し、864 億 8 千 8 百万円となりました。 

純資産額は、利益剰余金の増加（14 億 9 百万円）、その他有価証券評価差額金の増加（6 億 2 千 4 百万

円）などにより、前期末と比較して17億8千3百万円増加し、828億5千4百万円となりました。 

 

（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12億4千6百万円増加し、285億1千1百万円となりました。 

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40億8千5百万円、減

価償却費44億2千万円、売上債権の増加43億1千1百万円、仕入債務の増加23億3千5百万円、未払

消費税等の増加10億3千1百万円などにより、48億1千5百万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、有価証券の売却による収入10億円、有形固定資

産の取得による支出20億6千8百万円などにより、4億8千3百万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19億1千6百万円、

配当金の支払額9億3千4百万円などにより、31億9千9百万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22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期

自己資本比率 50.0％ 49.2％ 49.6％ 48.9％ 

時価ベースの 

自己資本比率 
29.4％ 27.9％ 27.5％ 24.6％ 

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率 
2.7年 1.7年 33.9年  2.4年 

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ 
 12.6倍  18.7倍  0.9倍  12.6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5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、TOENEC(THAILAND)CO., LTD.、TOENEC PHILIPPINES 

INCORPORATED は、それぞれ中華人民共和国、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25年2月6日付で清算結了いたしました。 

 

（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 

                     

          中部電力㈱の子会社・関連会社 

          
中部電力㈱〔親会社〕 

工事請負

※㈱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㈱ 

      ☆TOENEC (THAILAND) CO.,LTD. その他 

      ☆TOENEC PHILIPPINES INCORPORATED       

      設備工事業 ☆連結子会社   

               ※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いて

おります。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 
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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24年 3月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年 3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 12,805 14,026

預け金 10,000 10,000

受取手形・完成工事未収入金等 44,478 48,881

有価証券 9,996 9,000

未成工事支出金 3,299 4,079

材料貯蔵品 2,467 2,596

商品 94 97

繰延税金資産 2,082 1,989

その他 2,453 2,602

貸倒引当金 △137 △68

流動資産合計 87,540 93,205

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 45,206 45,669

機械、運搬具及び工具器具備品 21,888 21,129

土地 26,884 27,103

建設仮勘定 79 248

減価償却累計額 △44,583 △44,753

有形固定資産合計 49,475 49,398

無形固定資産 1,202 1,094

投資その他の資産   

投資有価証券 15,147 16,212

繰延税金資産 9,353 8,510

その他 1,788 1,861

貸倒引当金 △979 △940

投資その他の資産合計 25,309 25,645

固定資産合計 75,987 76,137

資産合計 163,528 169,342
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年 3月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年 3月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 32,792 35,799

短期借入金 3,976 4,057

リース債務 1,784 1,745

未払費用 5,699 5,849

未払法人税等 430 873

未成工事受入金 1,265 1,082

工事損失引当金 550 357

その他 1,168 2,718

流動負債合計 47,667 52,483

固定負債   

長期借入金 64 32

リース債務 5,593 5,833

退職給付引当金 28,972 28,058

役員退職慰労引当金 61 －

その他 98 80

固定負債合計 34,789 34,004

負債合計 82,457 86,488

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 65,757 67,166

自己株式 △1,416 △1,422

株主資本合計 78,860 80,264

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,792 2,416

繰延ヘッジ損益 313 139

為替換算調整勘定 104 32

その他の包括利益累計額合計 2,210 2,589

純資産合計 81,071 82,854

負債純資産合計 163,528 169,342
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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23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成25年 3月31日) 

売上高   

完成工事高 169,370 176,142

売上原価   

完成工事原価 149,808 155,924

売上総利益   

完成工事総利益 19,561 20,218

販売費及び一般管理費 16,721 16,553

営業利益 2,839 3,665

営業外収益   

受取利息 104 80

受取配当金 115 121

受取地代家賃 152 144

デリバティブ評価益 6 5

持分法による投資利益 381 423

雑収入 162 211

営業外収益合計 922 986

営業外費用   

支払利息 362 383

雑支出 130 41

営業外費用合計 493 425

経常利益 3,268 4,226

特別利益   

固定資産売却益 5 213

貸倒引当金戻入額 － 24

投資有価証券売却益 0 21

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 － 113

特別利益合計 5 371

特別損失   

固定資産除売却損 110 108

減損損失 － 338

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 46 65

特別損失合計 158 512

税金等調整前当期純利益 3,116 4,085

法人税、住民税及び事業税 433 1,025

過年度法人税等 89 －

法人税等調整額 2,079 713

法人税等合計 2,601 1,739

少数株主損益調整前当期純利益 514 2,346

当期純利益 514 2,346
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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23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成25年 3月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 514 2,346

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 46 620

繰延ヘッジ損益 △139 △173

為替換算調整勘定 30 △71

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 3

その他の包括利益合計 △62 379

包括利益 452 2,725

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 452 2,725

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23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成25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 66,178 65,757

当期変動額   

剰余金の配当 △936 △936

当期純利益 514 2,346

当期変動額合計 △421 1,409

当期末残高 65,757 67,166

自己株式   

当期首残高 △1,412 △1,416

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △5

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △3 △5

当期末残高 △1,416 △1,422

株主資本合計   

当期首残高 79,286 78,860

当期変動額   

剰余金の配当 △936 △936

当期純利益 514 2,346

自己株式の取得 △4 △5

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △425 1,404

当期末残高 78,860 80,264
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成25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 1,745 1,792

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46 624

当期変動額合計 46 624

当期末残高 1,792 2,416

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 453 313

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △139 △173

当期変動額合計 △139 △173

当期末残高 313 139

為替換算調整勘定   

当期首残高 74 104

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30 △71

当期変動額合計 30 △71

当期末残高 104 32

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 2,273 2,210

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △62 379

当期変動額合計 △62 379

当期末残高 2,210 2,589

純資産合計   

当期首残高 81,559 81,071

当期変動額   

剰余金の配当 △936 △936

当期純利益 514 2,346

自己株式の取得 △4 △5

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） △62 379

当期変動額合計 △488 1,783

当期末残高 81,071 82,854
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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23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成25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 3,116 4,085

減価償却費 4,352 4,420

減損損失 － 338

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 △108

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,331 △914

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19 △61

その他の引当金の増減額（△は減少） △642 △192

受取利息及び受取配当金 △219 △201

支払利息 362 383

為替差損益（△は益） △15 △26

投資有価証券評価損益（△は益） 46 65

投資有価証券売却損益（△は益） 0 △21

持分法による投資損益（△は益） △381 △423

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 105 △104

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 － △113

売上債権の増減額（△は増加） △4,562 △4,311

未成工事支出金の増減額（△は増加） 14 △757

たな卸資産の増減額（△は増加） 150 △131

仕入債務の増減額（△は減少） 1,319 2,335

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,028 △206

未払消費税等の増減額（△は減少） 21 1,031

その他 582 352

小計 1,889 5,439

法人税等の支払額 △1,553 △623

営業活動によるキャッシュ・フロー 336 4,815

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 △70 △210

定期預金の払戻による収入 437 210

預け金の純増減額（△は増加） △2,000 －

有価証券の取得による支出 △497 －

有価証券の売却による収入 2,470 1,000

投資有価証券の取得による支出 △16 △10

投資有価証券の売却による収入 516 84

貸付金の回収による収入 15 13

有形固定資産の取得による支出 △2,949 △2,068

有形固定資産の売却による収入 12 277

利息及び配当金の受取額 322 395

その他 △270 △176

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,029 △483
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成25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） △1 28

長期借入れによる収入 200 330

長期借入金の返済による支出 △217 △318

自己株式の取得による支出 △4 △5

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 △1,967 △1,916

利息の支払額 △363 △383

配当金の支払額 △935 △934

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,289 △3,199

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,987 1,246

現金及び現金同等物の期首残高 32,252 27,264

現金及び現金同等物の期末残高 27,264 28,511
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 (５)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） 

該当事項なし。 

 

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

1.連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社数 5社 

すべての子会社を連結の範囲に含めている。 

(2)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 

・TOENEC (THAILAND) CO.,LTD.  
・TOENEC PHILIPPINES INCORPORATED 
 

なお、連結子会社であった台湾統一能科股份有限公司は、清算結了により、連結の範囲から除外し

ている。 
 

2.持分法の適用に関する事項 

(1)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。 

(2)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、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 

①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 

②デリバティブ 

時価法 

③たな卸資産 

・未成工事支出金 

個別法による原価法 

・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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(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

・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。 

・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。 

②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 

①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。 

②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。 

③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。 
 

(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、42,934百万円である。 
 

(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 
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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。 

 

 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。 

この変更による損益への影響は軽微である。 

 

 

（表示方法の変更） 

連結損益計算書関係 

前連結会計年度において、区分掲記していた「営業外費用」の「為替差損」は、営業外費用の総額の

100分の10以下となったため、当連結会計年度より「雑支出」に含めて表示している。この表示方法の

変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「為替差損」に表示していた

71百万円は、「雑支出」として組み替えている。 
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（セグメント情報） 

当連結会計年度（自 平成24年 4月 1日 至 平成25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 172,047 4,095 176,142 ― 176,142

セグメント間の内部売上高

又は振替高 0 3,398 3,399 △3,399 ―

計 172,047 7,494 179,542 △3,399 176,142

セグメント利益 7,925 484 8,410 △4,744 3,665

その他の項目  

減価償却費 3,145 898 4,043 376 4,420

減損損失 252 ― 252 85 338
 

(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△4,744 百万円には、セグメント間取引消去 120 百万円及び報告セグメントに配分し

ていない全社費用△4,865 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23年 4月 1日 

至 平成24年 3月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年 4月 1日 

至 平成25年 3月31日) 

１株当たり純資産額 865.60円 884.77円

１株当たり当期純利益 5.50円 25.05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24年3月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年3月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 81,071 82,854

普通株式に係る純資産額(百万円) 81,071 82,854

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) 2,991 3,003

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) 

93,658 93,645

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23年 4月 1日 

至 平成24年 3月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年 4月 1日 

至 平成25年 3月31日) 

当期純利益（百万円） 514 2,346

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) 514 2,346

普通株式の期中平均株式数(千株) 93,663 93,651

 

 

（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24年 3月31日) 

当事業年度 
(平成25年 3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 11,794 12,463

預け金 10,000 10,000

受取手形 2,117 2,398

完成工事未収入金 40,555 44,530

有価証券 9,996 9,000

未成工事支出金 3,161 3,861

材料貯蔵品 2,462 2,596

商品 59 59

繰延税金資産 1,924 1,851

未収入金 1,043 1,067

立替金 1,177 1,571

デリバティブ債権 661 294

その他 333 335

貸倒引当金 △137 △68

流動資産合計 85,149 89,961

固定資産   

有形固定資産   

建物 38,901 39,282

減価償却累計額 △25,942 △26,572

建物（純額） 12,958 12,709

構築物 4,990 4,972

減価償却累計額 △3,708 △3,842

構築物（純額） 1,282 1,130

機械及び装置 5,530 6,553

減価償却累計額 △2,136 △2,967

機械及び装置（純額） 3,394 3,586

車両運搬具 1,482 1,852

減価償却累計額 △462 △729

車両運搬具（純額） 1,019 1,122

工具器具・備品 4,423 4,662

減価償却累計額 △3,722 △3,850

工具器具・備品（純額） 701 812

土地 26,825 27,063

建設仮勘定 27 247

有形固定資産合計 46,208 46,673

無形固定資産   

ソフトウエア 807 761

その他 345 308

無形固定資産合計 1,152 1,069
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年 3月31日) 

当事業年度 
(平成25年 3月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,935 6,763

関係会社株式 317 317

関係会社出資金 138 138

長期貸付金 145 131

関係会社長期貸付金 317 333

破産更生債権等 656 645

長期前払費用 10 12

繰延税金資産 9,276 8,460

その他 982 1,071

貸倒引当金 △1,247 △1,229

投資その他の資産合計 16,533 16,643

固定資産合計 63,894 64,386

資産合計 149,043 154,347

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,661 3,827

工事未払金 24,473 27,576

短期借入金 3,700 3,700

リース債務 1,319 1,663

未払金 3,094 3,399

未払費用 5,245 5,387

未払法人税等 231 811

未成工事受入金 1,037 1,047

工事損失引当金 537 357

その他 1,047 2,540

流動負債合計 45,348 50,310

固定負債   

リース債務 5,750 6,092

退職給付引当金 28,964 27,990

その他 78 63

固定負債合計 34,793 34,146

負債合計 80,142 84,457
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年 3月31日) 

当事業年度 
(平成25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 1,098 1,168

別途積立金 50,500 49,400

繰越利益剰余金 362 1,939

利益剰余金合計 53,700 54,247

自己株式 △1,416 △1,422

株主資本合計 66,804 67,345

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,783 2,404

繰延ヘッジ損益 313 139

評価・換算差額等合計 2,097 2,544

純資産合計 68,901 69,890

負債純資産合計 149,043 154,347
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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

当事業年度 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成25年 3月31日) 

売上高   

完成工事高 159,918 165,243

兼業事業売上高 3,488 3,670

売上高合計 163,407 168,914

売上原価   

完成工事原価 142,052 147,112

兼業事業売上原価 3,152 3,328

売上原価合計 145,205 150,441

売上総利益   

完成工事総利益 17,866 18,130

兼業事業総利益 335 342

売上総利益合計 18,202 18,473

販売費及び一般管理費   

役員報酬 311 278

従業員給料手当 7,999 7,892

退職給付費用 870 951

法定福利費 1,172 1,213

福利厚生費 614 651

修繕維持費 160 135

事務用品費 139 121

通信交通費 478 482

動力用水光熱費 168 171

調査研究費 277 267

広告宣伝費 213 184

貸倒引当金繰入額 5 20

交際費 90 101

寄付金 42 9

地代家賃 503 444

減価償却費 1,071 997

租税公課 376 385

保険料 17 18

雑費 1,442 1,399

販売費及び一般管理費合計 15,956 15,726

営業利益 2,245 2,746

営業外収益   

受取利息 62 62

有価証券利息 43 18

受取配当金 220 311

受取地代家賃 242 234

デリバティブ評価益 6 5

雑収入 156 192

営業外収益合計 732 825

営業外費用   

支払利息 350 394

雑支出 75 53

営業外費用合計 425 448

経常利益 2,552 3,123
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（単位：百万円）

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

当事業年度 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成25年 3月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 4 212

貸倒引当金戻入額 － 24

投資有価証券売却益 0 21

子会社清算益 － 22

特別利益合計 4 280

特別損失   

固定資産除売却損 63 51

減損損失 － 319

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 46 65

関係会社出資金評価損 174 －

特別損失合計 284 435

税引前当期純利益 2,272 2,968

法人税、住民税及び事業税 190 818

過年度法人税等 89 －

法人税等調整額 2,140 666

法人税等合計 2,420 1,485

当期純利益又は当期純損失（△） △147 1,483
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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23年 4月 1日 
 至 平成24年 3月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成25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 1,033 1,098

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △18 △18

固定資産圧縮積立金の積立 － 88

税率変更による積立金の調整額 84 －

当期変動額合計 65 70

当期末残高 1,098 1,168

別途積立金   

当期首残高 49,800 50,500

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △1,100

別途積立金の積立 700 －

当期変動額合計 700 △1,100

当期末残高 50,500 49,400
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（単位：百万円）

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

当事業年度 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成25年 3月31日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 2,212 362

当期変動額   

別途積立金の取崩 － 1,100

別途積立金の積立 △700 －

剰余金の配当 △936 △936

固定資産圧縮積立金の取崩 18 18

固定資産圧縮積立金の積立 － △88

税率変更による積立金の調整額 △84 －

当期純利益又は当期純損失（△） △147 1,483

当期変動額合計 △1,849 1,576

当期末残高 362 1,939

利益剰余金合計   

当期首残高 54,784 53,700

当期変動額   

別途積立金の取崩 － －

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 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

税率変更による積立金の調整額 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △147 1,483

当期変動額合計 △1,083 547

当期末残高 53,700 54,247

自己株式   

当期首残高 △1,412 △1,416

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △5

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △3 △5

当期末残高 △1,416 △1,422

株主資本合計   

当期首残高 67,892 66,804

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（△） △147 1,483

自己株式の取得 △4 △5

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △1,088 541

当期末残高 66,804 67,345
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（単位：百万円）

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

当事業年度 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成25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 1,736 1,783

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46 620

当期変動額合計 46 620

当期末残高 1,783 2,404

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 453 313

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △139 △173

当期変動額合計 △139 △173

当期末残高 313 139

評価・換算差額等合計   

当期首残高 2,190 2,097

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92 446

当期変動額合計 △92 446

当期末残高 2,097 2,544

純資産合計   

当期首残高 70,082 68,901

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（△） △147 1,483

自己株式の取得 △4 △5

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） △92 446

当期変動額合計 △1,180 988

当期末残高 68,901 69,890
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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 

(23.4.1～24.3.31) 

当 期 

(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 77,588 ( 47.6) 79,024 ( 45.3) 1,435 1.9

地 中 線 工 事 6,045 (  3.7) 7,760 (  4.4) 1,714 28.4

通 信 工 事 14,529 (  8.9) 17,793 ( 10.2) 3,263 22.5

屋 内 線 工 事 53,565 ( 32.8) 59,310 ( 34.0) 5,745 10.7

空 調 管 工 事 7,983 (  4.9) 6,949 (  4.0) △1,033 △12.9

計 159,712 ( 97.9) 170,839 ( 97.9) 11,126 7.0

商 品 販 売 3,488 (  2.1) 3,670 (  2.1) 182 5.2

受 

注 

高 

合 計 163,201 (100.0) 174,510 (100.0) 11,309 6.9

配 電 線 工 事 77,677 ( 47.5) 79,015 ( 46.8) 1,337 1.7

地 中 線 工 事 6,660 (  4.1) 6,658 (  3.9) △1 △0.0

通 信 工 事 13,574 (  8.3) 16,537 (  9.8) 2,963 21.8

屋 内 線 工 事 53,999 ( 33.1) 54,555 ( 32.3) 556 1.0

空 調 管 工 事 8,007 (  4.9) 8,475 (  5.0) 468 5.9

計 159,918 ( 97.9) 165,243 ( 97.8) 5,324 3.3

商 品 販 売 3,488 (  2.1) 3,670 (  2.2) 182 5.2

売 

上 

高 

合 計 163,407 (100.0) 168,914 (100.0) 5,507 3.4

配 電 線 工 事 1,215 (  2.9) 1,225 (  2.6) 9 0.8

地 中 線 工 事 2,683 (  6.5) 3,785 (  8.0) 1,101 41.1

通 信 工 事 3,839 (  9.2) 5,095 ( 10.8) 1,255 32.7

屋 内 線 工 事 30,080 ( 72.1) 34,835 ( 73.6) 4,755 15.8

空 調 管 工 事 3,886 (  9.3) 2,359 (  5.0) △1,526 △39.3

期 
末 
手 

持 

工 

事 

高 

計 41,704 (100.0) 47,300 (100.0) 5,596 13.4
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②得意先別受注高・売上高 

得 意 先 別 
前 期 

(23.4.1～24.3.31) 

当 期 

(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) 78,951 ( 45.2) △1,955 △2.4

一 般 得 意 先 82,294 ( 50.4) 95,559 ( 54.8) 13,265 16.1

受
注
高 

合 計 163,201 (100.0) 174,510 (100.0) 11,309 6.9
  

中 部 電 力 ㈱ 81,678 ( 50.0) 79,276 ( 46.9) △2,402 △2.9

一 般 得 意 先 81,728 ( 50.0) 89,638 ( 53.1) 7,909 9.7

売
上
高 

合 計 163,407 (100.0) 168,914 (100.0) 5,507 3.4

（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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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 

(24.4.1～25.3.31) 

次期予想 

(25.4.1～26.3.31) 
比較増減 増減率 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円 ％

中 部 電 力 ㈱ 78,951 ( 45.2) 79,000 ( 45.9) 48 0.1

一 般 得 意 先 95,559 ( 54.8) 93,000 ( 54.1) △2,559 △2.7

受
注
高 

合 計 174,510 (100.0) 172,000 (100.0) △2,510 △1.4
  

中 部 電 力 ㈱ 79,276 ( 46.9) 80,000 ( 46.5) 723 0.9

一 般 得 意 先 89,638 ( 53.1) 92,000 ( 53.5) 2,361 2.6

売
上
高 

合 計 168,914 (100.0) 172,000 (100.0) 3,085 1.8

部 門 別 
当 期 

(24.4.1～25.3.31) 

次期予想 

(25.4.1～26.3.31) 
比較増減 増減率 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円 ％

配 電 線 工 事 79,015 ( 46.8) 80,000 ( 46.5) 984 1.2

地 中 線 工 事 6,658 (  3.9) 6,200 (  3.6) △458 △6.9

通 信 工 事 16,537 (  9.8) 16,400 (  9.5) △137 △0.8

屋 内 線 工 事 54,555 ( 32.3) 57,000 ( 33.1) 2,444 4.5

空 調 管 工 事 8,475 (  5.0) 8,500 (  5.0) 24 0.3

計 165,243 ( 97.8) 168,100 ( 97.7) 2,856 1.7

商 品 販 売 3,670 (  2.2) 3,900 (  2.3) 229 6.2

売 

上 

高 

合 計 168,914 (100.0) 172,000 (100.0) 3,085 1.8
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