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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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 ％

22年3月期第2四半期 32,433 △10.7 1,952 △53.1 1,980 △54.7 924 △60.0

21年3月期第2四半期 36,336 ― 4,166 ― 4,368 ― 2,309 ―

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

22年3月期第2四半期 22.17 ―

21年3月期第2四半期 53.98 ―

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

22年3月期第2四半期 68,687 50,977 73.7 1,213.32
21年3月期 69,433 50,553 72.4 1,204.31

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  50,611百万円 21年3月期  50,239百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 15.00 15.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 65,200 △11.8 3,240 △54.4 3,300 △54.7 1,475 △60.5 35.36
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4.  その他 

(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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 42,683,960株 21年3月期  44,183,960株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  970,388株 21年3月期  2,467,294株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 41,715,812株 21年3月期第2四半期 42,775,542株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨秋以降の金融危機による経済低迷から着実に在庫
調整が進み、悪化した需給状況が徐々に改善へと向かい、輸出や生産を中心に一部では持ち直しの動きも
見られはじめました。しかし、企業における設備投資は依然低調のままで、消費回復の力も乏しく、雇用
情勢においては高水準で失業率が推移するなど極めて厳しい状況が続いております。 
 このような経済環境のもと、当社グループは新中期経営計画「チャレンジ10」の２年目を迎え、より強
固な組織体制づくりと次世代への技能伝承を図るため、人材の確保と育成を推進するとともに、受注の拡
大と収益力の強化に向け、顧客本位の営業活動とコスト削減に積極的に取り組んでまいりました。 
 その結果、業績については、受注高39,543百万円（前年同期比6.9％増）、売上高32,433百万円（前年
同期比10.7％減）、うち海外工事は1,758百万円となりました。利益面については、受注環境による採算
率の悪化により、営業利益1,952百万円（前年同期比53.1％減）、経常利益1,980百万円（前年同期比
54.7％減）、四半期純利益924百万円（前年同期比60.0％減）となりました。 
  
 部門別の受注高、売上高および売上総利益の状況は次のとおりです。 
  
(発電設備工事) 
 発電設備工事は、受注高33,057百万円（前年同期比19.8％増、構成比83.6％）となりました。その要因
は海外工事ならびに事業用火力の建設工事が増加したためであります。売上高については、事業用火力の
建設工事がほぼ計画通り推移したものの、自家用火力の改造工事および事業用火力のメンテナンス工事が
減少したことにより、26,490百万円（前年同期比8.3％減、構成比81.7％）となり、売上総利益は4,279百
万円となりました。 
  
(化工機設備工事) 
 化工機設備工事は、受注高6,122百万円（前年同期比30.2％減、構成比15.5％）となりました。その要
因は、製鉄関連のメンテナンス工事が減少したためであります。売上高についても、受注高同様に製鉄関
連のメンテナンス工事が伸びなかった結果、5,657百万円（前年同期比15.1％減、構成比17.4％）とな
り、売上総利益は、489百万円となりました。 
  
(その他設備工事) 
 その他設備工事は、受注高363百万円（前年同期比41.4％減、構成比0.9％）、売上高285百万円（前年
同期比62.9％減、構成比0.9％）、売上総利益は50百万円となりました。 

  

 
(イ)資産 
 流動資産は、現金及び預金が1,160百万円増加したものの、受取手形・完成工事未収入金が3,679百万円
減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて1,839百万円減少し49,647百万円となりました。 
 固定資産は、投資有価証券が639百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて1,093百万
円増加し19,040百万円となりました。 
  
 
(ロ)負債 
 流動負債は、未払法人税等が860百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて1,273百万
円減少し15,805百万円となりました。 
 固定負債は、退職給付引当金が80百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて103百万
円増加し1,904百万円となりました。 
  
 
(ハ)純資産 
 純資産は、自己株式が843百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて423百万円増加し
50,977百万円となりました。 

  

連結業績予想については、平成21年５月15日に開示しました予想を修正いたしました。 
 なお、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。 
 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、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。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

売上高及び売上原価の計上基準の変更 
 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期大型工事(工期１年超、かつ請負金額５億円
以上)については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、第
１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及
び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が適
用されたことに伴い、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第２四半期連結会計期間末ま
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(工事の進捗度の見積り
は原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 
 なお、平成21年３月31日以前に着手した工事契約のうち、長期大型工事(工期１年超、かつ請負金額
５億円以上)については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を引き続き適用してお
ります。 
 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間に係る売上高は1,031百万
円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ141百万円増加しておりま
す。 
  

  

  

4. その他

(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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,813 9,652

受取手形・完成工事未収入金 20,067 23,746

有価証券 1,510 1,010

未成工事支出金 7,033 6,349

材料貯蔵品 1 2

短期貸付金 8,562 9,065

繰延税金資産 1,220 1,378

その他 442 287

貸倒引当金 △3 △5

流動資産合計 49,647 51,486

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,442 12,833

減価償却累計額 △8,407 △8,172

建物及び構築物（純額） 5,035 4,660

機械装置及び運搬具 10,071 9,762

減価償却累計額 △8,548 △8,267

機械装置及び運搬具（純額） 1,523 1,495

工具、器具及び備品 1,492 1,457

減価償却累計額 △1,324 △1,293

工具、器具及び備品（純額） 167 163

土地 3,609 3,314

リース資産 142 54

減価償却累計額 △23 △8

リース資産（純額） 119 46

建設仮勘定 619 201

有形固定資産合計 11,074 9,880

無形固定資産 130 128

投資その他の資産   

投資有価証券 4,985 4,345

長期貸付金 3 5

賃貸不動産 1,077 1,257

減価償却累計額 △573 △644

賃貸不動産（純額） 504 612

繰延税金資産 369 421

その他 2,073 2,657

貸倒引当金 △100 △105

投資その他の資産合計 7,835 7,937
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

固定資産合計 19,040 17,946

資産合計 68,687 69,433

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 10,220 10,745

短期借入金 203 207

リース債務 36 14

未払法人税等 916 1,777

繰延税金負債 1 1

未成工事受入金 2,231 1,558

賞与引当金 862 993

役員賞与引当金 39 87

完成工事補償引当金 7 20

工事損失引当金 5 23

その他 1,282 1,647

流動負債合計 15,805 17,078

固定負債   

長期借入金 － 20

リース債務 101 46

繰延税金負債 0 0

退職給付引当金 1,688 1,607

その他 114 126

固定負債合計 1,904 1,800

負債合計 17,710 18,879

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,000 4,000

資本剰余金 4,645 4,659

利益剰余金 41,806 42,552

自己株式 △547 △1,391

株主資本合計 49,904 49,821

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 748 469

為替換算調整勘定 △41 △51

評価・換算差額等合計 706 418

少数株主持分 365 313

純資産合計 50,977 50,553

負債純資産合計 68,687 69,433
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 36,336 32,433

売上原価 29,759 27,613

売上総利益 6,577 4,819

販売費及び一般管理費 2,410 2,867

営業利益 4,166 1,952

営業外収益   

受取利息 55 31

受取配当金 59 45

固定資産賃貸料 53 55

保険配当金 0 12

受取保険金 28 13

為替差益 34 －

その他 48 42

営業外収益合計 279 202

営業外費用   

支払利息 12 1

固定資産賃貸費用 53 56

為替差損 － 94

その他 11 21

営業外費用合計 78 173

経常利益 4,368 1,980

特別利益   

固定資産売却益 91 0

投資有価証券売却益 25 －

完成工事補償引当金戻入額 0 13

貸倒引当金戻入額 31 6

その他 8 －

特別利益合計 155 21

特別損失   

固定資産除却損 5 5

投資有価証券評価損 238 99

ゴルフ会員権評価損 1 0

特別損失合計 245 106

税金等調整前四半期純利益 4,278 1,895

法人税、住民税及び事業税 1,993 796

法人税等調整額 △89 130

法人税等合計 1,904 926

少数株主利益 65 44

四半期純利益 2,309 924
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 4,278 1,895

減価償却費 546 581

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31 △6

その他の引当金の増減額（△は減少） 136 △111

受取利息及び受取配当金 △114 △77

支払利息 12 1

為替差損益（△は益） △30 94

持分法による投資損益（△は益） △27 △28

その他の営業外損益（△は益） 145 △54

有形固定資産除売却損益（△は益） △85 4

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 214 100

売上債権の増減額（△は増加） △738 4,355

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 326 △686

仕入債務の増減額（△は減少） △2,624 △533

未払消費税等の増減額（△は減少） 323 △698

その他 0 △8

小計 2,333 4,829

利息及び配当金の受取額 117 75

利息の支払額 △12 △1

その他の収入 130 157

その他の支出 △282 △219

法人税等の支払額 △2,123 △1,652

営業活動によるキャッシュ・フロー 161 3,189

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 △3,697 △3,733

定期預金の払戻による収入 3,770 3,545

有価証券の取得による支出 △500 △1,300

有価証券の売却による収入 700 800

有形固定資産の取得による支出 △1,158 △1,274

有形固定資産の売却による収入 110 1

投資有価証券の取得による支出 △12 △395

投資有価証券の売却による収入 43 －

貸付けによる支出 △13 △10

貸付金の回収による収入 16 11

その他の支出 △114 △221

その他の収入 113 850

投資活動によるキャッシュ・フロー △741 △1,725
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 5,780 240

短期借入金の返済による支出 △5,780 △240

長期借入金の返済による支出 △24 △24

自己株式の取得による支出 △16 △3

自己株式の売却による収入 1 0

配当金の支払額 △854 △833

少数株主への配当金の支払額 △3 △4

少数株主からの払込みによる収入 － 11

財務活動によるキャッシュ・フロー △896 △854

現金及び現金同等物に係る換算差額 26 △82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,448 527

現金及び現金同等物の期首残高 14,143 13,231

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,694 13,759

―　9　―

太平電業㈱(1968)　平成22年３月期　第２四半期決算短信



該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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(注) １．発電設備工事は、事業用・自家用火力、原子力の発電設備の工事。 

 ２．化工機設備工事は、製鉄所関係設備・化学プラント設備・ごみ焼却等環境設備等の工事。 

 ３．その他設備工事は、ビル設備・自社開発品の製作納入等の工事。 

  

6. 【部門別受注高・売上高・受注残高】

前第２四半期 
連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日)

当第２四半期
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年９月30日)

比較増減
(△は減少)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

項  目
金  額 
(百万円)

構成比率
(％)

金  額
(百万円)

構成比率
(％)

金  額
(百万円)

金  額 
(百万円)

構成比率
(％)

受 
  
注 
  
高

発電設備工事 27,592 74.6 33,057 83.6 5,464 48,677 73.5

（うち電装工事） (1,293) (3.5) (648) (1.6) (△645) (2,589) (3.9)

化工機設備工事 8,768 23.7 6,122 15.5 △2,646 16,528 24.9

（うち電装工事）   (263) (0.7) (227) (0.6) (△35) (617) (0.9)

その他設備工事 620 1.7 363 0.9 △257 1,057 1.6

（うち電装工事） (202) (0.6) (162) (0.4) (△40)  (433) (0.7)

合計 36,982 100.0 39,543 100.0 2,560 66,263 100.0

（うち電装工事） (1,759) (4.8) (1,038) (2.6) (△721) (3,640) (5.5)

うち海外工事 2,483 6.7 8,401 21.2 5,917 3,525 5.3

売 
  
上 
  
高

発電設備工事 28,902 79.6 26,490 81.7 △2,412 56,775 76.8

（うち電装工事） (611) (1.7) (1,248) (3.9) (636) (2,602) (3.5)

化工機設備工事 6,663 18.3 5,657 17.4 △1,005 15,595 21.1

（うち電装工事） (259) (0.7) (137) (0.4) (△121) (619) (0.8)

その他設備工事 770 2.1 285 0.9 △484 1,584 2.1

（うち電装工事） (434) (1.2) (145) (0.4) (△289) (656) (0.9)

合計 36,336 100.0 32,433 100.0 △3,902 73,955 100.0

（うち電装工事） (1,305) (3.6) (1,531) (4.7) (225)   (3,879) (5.2)

うち海外工事 418 1.2 1,758 5.4 1,339 1,602 2.2

受 
  
注 
  
残 
  
高

発電設備工事 27,227 81.8 27,002 84.3 △225 20,440 82.0

（うち電装工事） (2,257) (6.8) (962) (3.0) (△1,294) (1,562) (6.2)

化工機設備工事 5,367 16.1 4,658 14.5 △708 4,194 16.8

（うち電装工事） (30) (0.1) (113) (0.4) (83)   (23) (0.1)

その他設備工事 684 2.1 385 1.2 △299 307 1.2

（うち電装工事） (8) (0.0) (34) (0.1) (25) (17) (0.1)

合計 33,280 100.0 32,046 100.0 △1,233 24,942 100.0

（うち電装工事） (2,296) (6.9) (1,110) (3.5) (△1,186) (1,603) (6.4)

うち海外工事 2,579 7.8 9,075 28.3 6,496 2,436 9.8
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（訴訟について） 

平成17年10月24日に当社の下請作業員の失火による火災の延焼により中国電力株式会社の設備等の一部

に与えた損害について、当社への元請発注者である中電プラント株式会社が平成20年９月30日になって中

国電力株式会社らに42憶８千５百万円の損害賠償をしたとして、当社に対してその全額の賠償を請求する

という訴訟を平成20年10月６日に提起しており、現在係争中であります。当社の下請けの事故の責任の問

題ですが、いずれにしても、火災の延焼による損害賠償責任は「失火の責任に関する法律」により基本的

に免除されることになっているので、当社はその旨を主張して争っております。 

7. 【その他の情報】
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