


※  注記事項 

   

   
（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 

   
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

   

（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

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

（注）「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」第10条の５に該当するものであります。

   詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積り 

   の変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 37,261,752株 24年３月期 37,261,752株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 2,268,239株 24年３月期 2,265,534株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 34,995,018株 24年３月期３Ｑ 35,000,584株

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に対するレビュー手続は実施

中であります。

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、当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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（２）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年11月２日に公表した、平成25年３月期の通期業績予想については変更しておりませ

ん。 

※  通期業績予想につきましては、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、当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。   

   

    会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 (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) 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更

しております。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

㈱東京エネシス(1945) 平成25年３月期 第３四半期決算短信

― 3 ―



３．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 9,758 3,955

受取手形・完成工事未収入金等 22,269 17,731

有価証券 4,136 8,847

未成工事支出金 3,193 5,824

その他 3,056 2,673

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 42,406 39,025

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 6,513 6,323

土地 10,783 10,852

その他（純額） 1,434 2,082

有形固定資産合計 18,732 19,259

無形固定資産 72 492

投資その他の資産   

投資有価証券 2,841 2,613

その他 2,677 2,664

貸倒引当金 △64 △66

投資その他の資産合計 5,453 5,211

固定資産合計 24,259 24,964

資産合計 66,665 63,989
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,149 6,362

短期借入金 389 468

未払法人税等 2,138 71

未成工事受入金 488 634

工事損失引当金 1,501 898

引当金 61 82

その他 2,953 2,074

流動負債合計 14,682 10,592

固定負債   

長期借入金 199 201

退職給付引当金 6,696 6,739

引当金 22 7

その他 246 234

固定負債合計 7,165 7,182

負債合計 21,848 17,775

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,881 2,881

資本剰余金 3,730 3,730

利益剰余金 38,784 40,374

自己株式 △989 △990

株主資本合計 44,406 45,995

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 191 5

その他の包括利益累計額合計 191 5

少数株主持分 219 213

純資産合計 44,817 46,213

負債純資産合計 66,665 63,989
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（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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高   

完成工事高 41,396 38,586

売上原価   

完成工事原価 34,868 32,900

売上総利益   

完成工事総利益 6,527 5,686

販売費及び一般管理費 2,382 2,332

営業利益 4,145 3,353

営業外収益   

受取利息 21 18

受取配当金 59 64

その他 15 20

営業外収益合計 96 103

営業外費用   

支払利息 9 8

その他 0 0

営業外費用合計 9 8

経常利益 4,231 3,448

特別利益   

受取補償金 － 33

特別利益合計 － 33

特別損失   

災害による損失 465 －

固定資産除却損 15 13

投資有価証券評価損 607 －

その他 4 11

特別損失合計 1,091 24

税金等調整前四半期純利益 3,139 3,457

法人税、住民税及び事業税 1,112 645

法人税等調整額 670 704

法人税等合計 1,783 1,350

少数株主損益調整前四半期純利益 1,356 2,107

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △6

四半期純利益 1,354 2,114
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（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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,356 2,107

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △113 △185

その他の包括利益合計 △113 △185

四半期包括利益 1,243 1,921

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,240 1,928

少数株主に係る四半期包括利益 2 △6
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  該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

   

（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
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