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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第95期
第１四半期
連結累計期間

第96期
第１四半期
連結累計期間

第95期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 (百万円) 34,323 27,490 130,707

経常利益又は経常損失(△) (百万円) 1,828 △37 4,588

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(百万円) 1,238 △108 2,610

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,154 △88 2,661

純資産額 (百万円) 51,008 51,938 52,592

総資産額 (百万円) 106,251 98,436 99,886

１株当たり四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(円) 17.52 △1.53 36.93

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 48.0 52.8 52.7

　

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（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おりませ

ん。

３　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社12社(うち連結子会社11社)によって構成され、その主たる事業内容はエン
ジニアリング及び操業であります。
　当社の親会社は新日鐵住金(株)であり、同社及び同社グループ各社から各種業務を請負っております。
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

当社グループ等の状況を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成24年９月28日開催の取締役会において、株式会社日鉄エレックス(以下、「日鉄エレックス」

という。)との間で、当社を存続会社とする合併(以下、「本合併」という。)により両社が経営統合すること

を定めた統合基本契約を締結することを決議し、同日、同契約を締結いたしました。統合基本契約締結後、当

社と日鉄エレックスは、両社社長を共同委員長とする統合準備委員会等において協議を進め、平成25年５月

８日開催の両社取締役会において決議のうえ、同日、合併契約を締結いたしました。この合併契約につきま

しては、平成25年６月26日開催の当社株主総会及び平成25年６月27日開催の日鉄エレックスの株主総会に

おいて、それぞれ承認されております。

　本合併の概要は、以下のとおりであります。

(１)本合併の方法

　当社を吸収合併存続会社、日鉄エレックスを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式によります。

　
(２)本合併の目的

当社と日鉄エレックスは経営統合により、両社が保有する電気計装・システム分野での経営基盤を融合

することで、当該事業分野の技術力の強化・横展開による効率的業務運営が推進できることに加えて、機械

・土木・建築分野を併せ持つ複合エンジニアリング会社として、設備エンジニアリング機能の更なる強化

・拡大を追及し、鉄鋼業各社をはじめとするお客様の多様なニーズに積極的にお応えしてまいる所存です。

　
(３)本合併に係る割当ての内容

　 当社 日鉄エレックス

本合併に係る割当ての内容
（合併比率）

１ 2.85

(注１)本合併により交付する当社の株式数: 26,505,000株(予定)

　(当社は、その保有する自己株式7,780,000株を本合併による株式の割当ての一部に充当し、18,725,000株

については新たに普通株式を発行することを予定しております。)

(注２)当社は、合併期日前日の最終の時における日鉄エレックスの株主様に対し、その有する日鉄エレック

スの株式１株に対して当社の株式2.85株を割当て交付いたします。

　
(４)本合併に係る割当ての算定根拠等

　①算定の基礎

　当社は、本合併に用いられる合併比率の算定にあたって公正性・妥当性を期すため、独立した第三者算定

機関に合併比率の算定を依頼し、合併比率算定書を受領いたしました。当社は第三者算定機関としてSMBC日

興証券株式会社(以下、「SMBC日興証券」という。)を起用いたしました。

　SMBC日興証券は、当社については、当社が東京証券取引所に上場しており、市場株価が存在することから、

市場株価法(平成24年９月27日を算定基準日とし、算定基準日以前の１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の株

価終値の平均値に基づき算定)を、また両社には比較可能な類似上場会社が複数存在し、類似上場会社比較

法による株式価値の類推が可能であることから類似上場会社比較法を、加えて両社の将来の事業活動の状

況を算定に反映させるため、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下、「DCF法」という。)を採用

いたしました。

　なお、SMBC日興証券による合併比率算定書は、当社の取締役会が合併比率を決定する際の参考情報として

作成されたものであり、当社と日鉄エレックス間で合意・決定された合併比率の公正性について意見を表
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明するものではありません。

　各評価法による日鉄エレックスの普通株式１株に対する当社の普通株式の割当て株数の算定結果は、下表

のとおりとなります。

採用手法 合併比率の算定結果

市場株価法 4.04～5.86

類似上場会社比較法 2.36～3.41

DCF法 1.80～4.14

なお、市場株価法については、日鉄エレックスは非上場会社であり、市場株価が存在しないため、マーケット

アプローチである類似上場会社比較法による算定結果を用いて、算定しております。

  SMBC日興証券は、合併比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則

としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、すべて正確かつ完全なものであることを前提と

しており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、両社とその関係会社の資産及

び負債(偶発債務を含みます。)について、個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又

は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。加えて、両社の財務予測に

ついては、両社の経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを

前提としております。また、SMBC日興証券の合併比率の算定は、平成24年９月27日現在までの情報と経済条件

を前提としたものであります。

②算定の経緯　

　当社は、SMBC日興証券から提出を受けた合併比率の算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来

の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社間で慎重に交渉・協議を重ねました。その結果、当社は、上記の合併

比率は妥当であり、当社の株主の利益を損ねるものではないとの判断に至ったため、上記の合併比率により本

合併を行うことにつき、平成24年9月28日に開催された当社取締役会の承認決議を経て、統合基本契約を締結

いたしました。

　なお、平成24年9月28日以降における両社の状況を勘案し、平成24年9月28日に合意した合併比率を変更すべ

き重大な事象が存在しないとの判断に基づき、両社間で慎重に協議を重ねた結果、統合基本契約において合意

した合併比率を本合併に係る合併比率とすることを最終的に決定し、平成25年5月8日に開催された当社取締

役会の承認決議を経て、合併契約を締結いたしました。

③算定機関との関係

　第三者算定機関であるSMBC日興証券は、当社及び日鉄エレックスの関連当事者には該当せず、本合併に関し

て記載すべき重要な利害関係を有しておりません。

④公正性を担保するための措置

　当社は、本合併における公正性を担保するため、第三者算定機関であるSMBC日興証券から本合併に係る合併

比率算定書の提出を受け、その分析及び意見を参考として、日鉄エレックスとの交渉・協議を行い、その結果

合意された条件において本合併を行うことについて、平成24年9月28日開催の取締役会で決議いたしました。

　また、当社は、当社の取締役会の意思決定過程における公正性及び適正性を確保するため、当社及び日鉄エ

レックスから独立した法務アドバイザーである野村綜合法律事務所から、取締役会の意思決定の方法・過程

その他留意点等に関する法的助言を得ております。

⑤利益相反を回避するための措置

　当社及び日鉄エレックスの主要株主である新日鐵住金株式会社（以下「新日鐵住金」という。）は、当社の

発行済株式総数の40.01％を、日鉄エレックスの発行済株式総数の100％を保有しております。当社による本合

併に係る統合基本契約の締結に関する承認決議並びに合併契約の締結に関する承認決議は、当社の取締役が

全員出席し、出席した取締役により全会一致で決議しておりますが、当社の監査役である石原秀威氏は、新日

鐵住金の従業員を兼務していることから、利益相反を回避するため、当社の取締役会における本合併の審議及
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び決議がなされた取締役会には出席しておりません。

⑥支配株主との取引等に関する事項

　上記記載のとおり、新日鐵住金は、当社の発行済株式総数の40.01％を保有しており、また日鉄エレックスの

発行済株式総数の100％を保有していることから、本合併は当社にとって同一の親会社をもつ会社等との取引

に当たり、支配株主の取引等に該当いたします。

  当社が平成24年７月12日に開示した「コーポレート・ガバナンス報告書」にて、「支配株主との取引等を

行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」として、「新日本製鐵株式会社及び新日鐵グループ各

社との取引につきましては、公正な市場価格、当社の採算等を勘案し、他の取引先の取引条件と同様に決定し

て」いることを記載しているとおり、当社は、事業活動を行う上で親会社から自由な事業活動を制約されるよ

うな状況にはなく、経営の独立性が確保されております。

  本合併についても、当社は、上記の経営の独立性を確保し、上記④「公正性を担保するための措置」及び上

記⑤「利益相反を回避するための措置」に記載のとおり、その公正性を担保し、利益相反を回避するための各

措置を講じており、当社のかかる対応は、上記の指針の趣旨に適合しているものと考えております。

  また、当社は、本合併を決議することが少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見として、支

配株主との間で利害関係を有しない独立役員である社外監査役の土岐敦司氏より、本合併の目的が合併後の

企業価値向上という観点から検討されていること、交渉過程の手続きにおいて公平性が維持されていること、

本合併における交付対価は公正・妥当であること等の観点から総合的に検討したうえで、本合併の手続きを

行うことが、少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨の意見書を平成24年9月26日に入手してお

ります。

  なお、当社は、平成25年5月8日に開催した取締役会における合併契約承認決議にあたり、社外監査役の土岐

敦司氏より改めて上記意見について変更が無い旨の表明を受けております。

 

(５)本合併の期日

　  平成25年10月１日（予定）

　
 (６)本合併による引継資産・負債の状況(日鉄エレックスの平成25年３月31日現在における資産・負債の

状況)

　(単体)

資産 金額(百万円) 負債 金額(百万円)

流動資産 29,028流動負債 14,434

固定資産 8,021固定負債 3,666

資産合計 37,050負債合計 18,101

EDINET提出書類

太平工業株式会社(E00070)

四半期報告書

 6/21



　

 (７)本合併の後の統合会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び

事業の内容

商号
日鉄住金テックスエンジ株式会社
(英文名：NIPPON STEEL＆SUMIKIN TEXENG.CO.,LTD.)

本店の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

代表者の氏名 代表取締役社長　嶋　宏 (就任予定)

資本金の額 5,468百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 エンジニアリング事業等
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、デフレ脱却のための金融緩和を含む経済政策の実

行や、行き過ぎた円高の修正による輸出の回復、株価上昇等に伴う個人消費の改善を背景に、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、アジア鉄鋼需給の緩和は継続 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しているものの、粗鋼生産が前年同期を上回る等、比較的堅調に推移

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。

  受注高につきましては、お客様の設備投資マインドに一部改善の兆しがみられるものの、依然として厳

しい受注環境は継続しており、前年同四半期比1.3%減の30,182百万円となりました。また、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、売上高につきましては、前年同四半期比19.9%減の27,490百

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、営業損失42百万円、経常損失37百万円、四半期純損失108百万円となりました。

　また、セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。
　

（当第１四半期のセグメント別業績概況）

　 (単位：百万円)

　 受注高 売上高 経常損益

　 当第１四半期 前第１四半期 当第１四半期 前第１四半期 当第１四半期 前第１四半期

エンジニアリング 21,77621,726 19,45425,848 △89 1,347

操業 5,764 6,126 5,415 5,819 170 198

その他 3,593 3,683 3,572 3,710 △119 219

合計 31,13531,535 28,44235,378 △38 1,766

調整額 △952 △959 △952 △1,055 0 62

四半期連結損益計算書計上額 30,18230,575 27,49034,323 △37 1,828
　

（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１四半期連結累計期間は、厳しい受注環境が継続しておりますが、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、対前年同水準である受注高21,776百万円を確保

いたしました。しかし、繰越工事高が大幅に減少している影響を受け、売上高19,454百万円、経常損失89百

万円となりました。
　

（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5,764百万円、

売上高5,415百万円、経常利益170百万円となりました。

 

(2) 当第１四半期連結会計期間末の資産・負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の連結総資産は、前連結会計年度末と比較して、棚卸資産の増加（1,100

百万円）、売上債権の減少（3,979百万円）等により、前連結会計年度末99,886百万円から1,449百万円減

少し、98,436百万円となりました。

　負債は仕入債務の減少（1,237百万円）、未払法人税等の減少（300百万円）等により、前連結会計年度

末47,293百万円から795百万円減少し、46,498百万円となりました。

　純資産は、配当による565百万円の減少、四半期純損失108百万円等により、前連結会計年度末52,592百万

円から654百万円減少し、51,938百万円となりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　
(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における研究開発費の総額は39百万円であります。なお、当第１四半期連結

累計期間における研究開発活動の状況で重要な変更はありません。

　
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

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増加等、一部

に自律的回復が見られており、景気持ち直しが期待されます。

  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、復興需要の継続により土木・建築向けの

鉄鋼需要が見込まれることに加え、消費マインドの改善・企業の景況感の好転により製造業向けの需要

が増加することが期待されます。一方、アジア地域の鉄鋼需給の緩和、電力問題等、鉄鋼業界を取り巻く環

境は依然として厳しい状況です。

　このような経営環境のもと、当社グループといたしましては、最大顧客である新日鐵住金株式会社をは

じめ鉄鋼関連分野を中心とした事業運営を継続し、鉄鋼関連設備の操業、整備、工事で培った技術・技能

・ノウハウという当社グループの強みをより充実させ、総合力、複合力を最大限発揮するため、最適な組

織体制を構築し、技術開発、技術改善、自主管理活動の活性化に全社をあげて取組み、現場力・専門技術力

の向上を図り、お客様への提案力を強化いたします。また、鉄鋼事業のグローバル展開への迅速な対応を

鋭意推進することで受注拡大を図るとともに、海外調達の拡大等、市場競争力のある調達体制を確立する

ことでコスト競争力強化に取り組み、先行き不透明な事業環境においても収益を確保できる盤石な事業

基盤の構築に努めてまいります。

　また、これまでに引き続き安全最優先の徹底、品質管理レベルの更なる向上、法令遵守徹底の継続とリス

クマネジメント活動の充実を実践し、お客様からあらゆる面で信頼される企業活動を推進してまいりま

す。

 

（株式会社日鉄エレックスとの合併）

　当社と株式会社日鉄エレックスは、統合基本契約締結後、両社社長を共同委員長とする統合準備委員会

等において協議を進め、平成25年５月８日に両社が経営統合することにつき最終合意し、合併契約を締結

いたしました。この合併契約につきましては、平成25年６月26日開催の当社株主総会及び平成25年６月27

日開催の日鉄エレックスの株主総会において、それぞれ承認されております。

　本経営統合により、新会社は、両社が保有する電気計装・システム分野での経営基盤を融合することで、

当該事業分野の技術力の強化・横展開による効率的業務運営が推進できることに加えて、機械・土木・

建築分野を併せ持つ複合エンジニアリング会社として、設備エンジニアリング機能のさらなる強化・拡

大を追求し、鉄鋼業各社をはじめとするお客様の多様なニーズに積極的にお応えしてまいる所存です。 
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 144,000,000

計 144,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 78,465,11378,465,113
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数　1,000株

計 78,465,11378,465,113― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成25年６月30日 ― 78,465 ― 5,468 ― 1,873

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31）に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

　平成25年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 7,780,000

―
権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 70,614,00070,614 同上

単元未満株式 普通株式　 71,113 ― 同上

発行済株式総数 78,465,113― ―

総株主の議決権 ― 70,614 ―

(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式715株を含めて記載しております。

　

② 【自己株式等】

　平成25年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
 太平工業株式会社

東京都千代田区丸の内
２－５－２

7,780,000― 7,780,0009.92

計 ― 7,780,000― 7,780,0009.92

　
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載し

ております。

　
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成25年４月１日

から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 494 745

預け金 1,646 1,613

受取手形・完成工事未収入金等 51,922 47,942

未成工事支出金 2,248 3,220

その他のたな卸資産 4,533 4,662

繰延税金資産 336 298

その他 453 2,017

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 61,629 60,495

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 24,154 24,198

機械、運搬具及び工具器具備品 45,851 45,946

土地 16,410 16,393

リース資産 297 286

建設仮勘定 438 472

減価償却累計額 △54,647 △55,144

有形固定資産合計 32,505 32,153

無形固定資産 419 408

投資その他の資産

投資有価証券 935 968

繰延税金資産 3,659 3,685

その他 1,267 1,250

貸倒引当金 △530 △525

投資その他の資産合計 5,331 5,379

固定資産合計 38,256 37,941

資産合計 99,886 98,436
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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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 22,409 21,171

短期借入金 4,300 4,300

未払法人税等 337 37

未成工事受入金 53 161

賞与引当金 327 225

完成工事補償引当金 355 161

工事損失引当金 78 71

その他 3,681 4,549

流動負債合計 31,542 30,678

固定負債

長期借入金 2,200 2,200

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 10,511

その他 173 166

固定負債合計 15,750 15,819

負債合計 47,293 46,498

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 43,287

自己株式 △3,064 △3,064

株主資本合計 48,228 47,564

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 183 205

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 4,373

純資産合計 52,592 51,938

負債純資産合計 99,886 98,436

EDINET提出書類

太平工業株式会社(E00070)

四半期報告書

14/21



(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１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 34,323 27,490

売上原価 29,981 25,268

売上総利益 4,341 2,221

販売費及び一般管理費 2,543 2,264

営業利益又は営業損失（△） 1,797 △42

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 9 7

貸倒引当金戻入額 35 6

雑収入 45 19

営業外収益合計 90 34

営業外費用

支払利息 28 19

売上債権売却損 10 1

雑支出 20 7

営業外費用合計 59 28

経常利益又は経常損失（△） 1,828 △37

特別利益

固定資産売却益 1 4

特別利益合計 1 4

特別損失

固定資産除却損 24 6

減損損失 15 8

投資有価証券評価損 9 －

組織再編費用 － 32

その他 11 0

特別損失合計 61 49

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（△）

1,769 △82

法人税、住民税及び事業税 474 29

法人税等調整額 56 △3

法人税等合計 530 25

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（△）

1,238 △108

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,238 △108
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６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（△）

1,238 △108

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △84 21

繰延ヘッジ損益 － △2

その他の包括利益合計 △84 19

四半期包括利益 1,154 △88

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,154 △88
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【注記事項】
　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりで

あります。
　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

減価償却費 679百万円 711百万円

　
(株主資本等関係)

　
Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日)

　
１． 配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日
定時株主総会

普通株式 706 10平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金

　

２． 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会

計期間末後となるもの

該当事項はありません。

　
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

　
１． 配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日
定時株主総会

普通株式 565 8 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金

　

２． 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会

計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

エンジニ
アリング

操業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 25,8055,81931,6242,69834,323 ― 34,323

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

43 0 43 1,0121,055△1,055 ―

計 25,8485,81931,6683,71035,378△1,05534,323

セグメント利益 1,347 198 1,546 219 1,766 62 1,828

(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、製品販売等を含んでおります。

２  セグメント利益の調整額62百万円には、各報告セグメントに配分していない全社損益が含まれております。全

社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30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

　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

エンジニ
アリング

操業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 19,4325,41524,8482,64227,490 ― 27,490

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

21 ― 21 930 952 △952 ―

計 19,4545,41524,8693,57228,442△952 27,490

セグメント利益又は
損失（△）

△89 170 81 △119 △38 0 △37

(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、製品販売等を含んでおります。

２  セグメント利益又は損失の調整額0百万円には、各報告セグメントに配分していない全社損益が含まれており

ます。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。

３  セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期純損失(△)

17円52銭 △1円53銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益又は四半期純損失(△)  (百万円) 1,238 △108

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失(△)  (百万円)

1,238 △108

普通株式の期中平均株式数(千株) 70,685 70,684

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半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おりません。

　

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

　

２ 【その他】

該当事項はありません。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年８月７日

太平工業株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

　 公認会計士　　田　 島　 祥　 朗　　 印

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

　 公認会計士    小　 林　 篤　 史　　 印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている太平

工業株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平

成25年４月１日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期

連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸

表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手

続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、太平工業株式会社及び連結子会社の平成25年

６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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