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② 次期の見通し  

今後の見通しにつきましては、電力関連設備工事に係る受注・価格競争はさらに激化し、厳し

い状況が続くものと思われます。 

このような難局を乗り越えるため、当社グループは、経営資源を 大限に活用し、受注の拡大

と聖域のないコストダウンに継続して取り組むとともに、経営課題に迅速に対応するための組織

の改編や業務の効率化を図るための諸制度の見直しを進め、より強固な事業基盤を創り出すこと

に努めてまいります。 

  

次期の連結業績見通しにつきましては、次のとおりであります。  

 〈連結業績〉   売上高      50,800百万円 

営業利益      1,600百万円  

経常利益      1,700百万円  

当期純利益     1,000百万円  

   

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当社グループの財政状態は、主に工事の進捗に伴って発生する売上債権やたな卸資産、仕入債

務、工事前受金等によって変動いたします。また、固定資産のうち、土地・建物については、事

業所、社宅・独身寮等を所有しており、その他の資産として工事用機械設備、業務用備品等があ

ります。 

a.資産の部 

当連結会計年度における資産残高は687億15百万円となり、前連結会計年度末と比べて20億49

百万円増加しております。これは主に売上債権(完成工事未収入金)及び有価証券の増加によるも

のであります。  

b.負債の部 

当連結会計年度における負債残高は227億68百万円となり、前連結会計年度末と比べて９億20

百万円増加しております。これは主に仕入債務(工事未払金)の増加によるものであります。  

c.純資産の部 

当連結会計年度における純資産残高は459億47百万円となり、前連結会計年度末と比べて11億

29百万円増加しております。これは主に当期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加によるもので

あります。 
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（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態等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。 

なお、文中における将来に関する事項は、本決算発表日(平成25年５月９日)現在において判断

したものであります。 

  

① 受注環境 

当社グループは、市場の変化に対応した営業体制の強化を図るとともに、お客さまや市場の

ニーズを的確に捉えた技術提案型営業活動を積極的に展開しております。しかしながら、当社

グループに影響の大きい電力関連設備工事において、今後の電力エネルギー政策の動向、自然

災害等の事象の発生などにより、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

  

② 工事施工 

当社グループは、設備工事業を主たる事業としており、「品質」「環境」「労働安全衛生」

を統合したマネジメントシステムを基軸とした工事施工品質の向上とお客さまや市場のニーズ

を的確に把握するためのＣＳ(お客さま満足)活動のレベルアップにより、事業基盤の一層の強

化に努めております。しかしながら、設備工事において人的・物的事故や災害が発生した場合

や工事施工中において自然災害等の事象が発生した場合、当社グループの業績は影響を受ける

可能性があります。 

  

③ 工事原価の変動 

当社グループは、工事用資機材の集中購買や競争入札の拡大等により、工事原価の徹底した

管理に努めております。しかしながら、材料費や労務費の高騰などにより工事の施工段階にお

いて大幅な工事原価の変動が発生した場合、工事損失引当金の計上等、当社グループの業績は

影響を受ける可能性があります。 

  

④ 株式及び債券等の保有 

当社グループは、株式や債券を保有しており、企業年金資産においても株式や債券を保有し

ております。これらは、株式市況や債券市況の動向等により時価が変動するため、当社グルー

プの業績は影響を受ける可能性があります。 

  

⑤ 取引先の信用 

当社グループは、企業情報の把握と分析・評価による与信管理の徹底に努めております。し

かしながら、建設業においては、工事目的物の引渡し後に工事代金が支払われる条件で契約が

締結される場合が多く、このため工事代金を受領する前に取引先が信用不安に陥った場合、当

社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 
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当社グループは、当社及び子会社６社で構成され、電力関連設備や一般電気設備工事等の設計及び

施工を主な事業としております。また、不動産の賃貸・管理、工具・備品・車両等のリース・レンタ

ル及び保険代理業等の事業活動を展開しております。 

各事業における当社グループの位置付け並びにセグメントとの関連は、次のとおりであります。 

なお、電力関連設備工事の主要部分は、その他の関係会社である東京電力㈱より受注しておりま

す。 

  

［発電設備工事業］ 

火力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備の建設及び保守 

（主な関係会社） 

当社、㈱テクノ東京及び東工電設㈱ 

  

［電気・通信設備工事業］ 

変電設備、一般電気設備、情報通信設備、空調設備工事の設計及び施工 

（主な関係会社） 

当社、東工電設㈱及び㈱清田工業  

  

［その他の事業］ 

不動産事業、リース・レンタル事業及び保険代理業 

（主な関係会社） 

当社、東工企業㈱、㈱バイコム及び㈱東輝  

  

事業の系統図は次のとおりであります。  

   

２．企業集団の状況
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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 9,758 4,621

受取手形・完成工事未収入金等 22,269 26,156

有価証券 4,136 8,750

未成工事支出金 3,193 2,871

繰延税金資産 1,302 1,057

その他 1,753 1,239

貸倒引当金 △6 △9

流動資産合計 42,406 44,687

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 6,513 5,926

機械・運搬具（純額） 183 186

工具器具・備品（純額） 430 358

土地 10,783 9,573

リース資産（純額） 7 13

建設仮勘定 812 1,538

有形固定資産合計 18,732 17,597

無形固定資産 72 509

投資その他の資産   

投資有価証券 2,841 3,490

長期貸付金 21 20

繰延税金資産 2,184 2,086

その他 471 389

貸倒引当金 △64 △65

投資その他の資産合計 5,453 5,921

固定資産合計 24,259 24,028

資産合計 66,665 68,715
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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 7,149 10,342

短期借入金 389 673

未払法人税等 2,138 301

未成工事受入金 488 221

役員賞与引当金 21 28

完成工事補償引当金 39 48

工事損失引当金 1,501 1,101

その他 2,953 3,208

流動負債合計 14,682 15,926

固定負債   

長期借入金 199 168

繰延税金負債 27 27

退職給付引当金 6,696 6,426

役員退職慰労引当金 22 8

資産除去債務 140 143

その他 78 66

固定負債合計 7,165 6,842

負債合計 21,848 22,768

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 39,699

自己株式 △989 △990

株主資本合計 44,406 45,319

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 191 403

その他の包括利益累計額合計 191 403

少数株主持分 219 223

純資産合計 44,817 45,947

負債純資産合計 66,665 68,715
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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 60,746 60,516

売上原価   

完成工事原価 52,318 52,606

売上総利益   

完成工事総利益 8,428 7,909

販売費及び一般管理費 3,415 3,170

営業利益 5,012 4,739

営業外収益   

受取利息 26 23

受取配当金 59 65

その他 21 25

営業外収益合計 107 114

営業外費用   

支払利息 12 10

その他 0 0

営業外費用合計 12 11

経常利益 5,107 4,841

特別利益   

投資有価証券売却益 － 16

受取補償金 － 33

特別利益合計 － 50

特別損失   

減損損失 507 1,638

災害による損失 465 －

その他 1,030 45

特別損失合計 2,003 1,683

税金等調整前当期純利益 3,103 3,208

法人税、住民税及び事業税 2,524 1,520

法人税等調整額 △550 244

法人税等合計 1,973 1,764

少数株主損益調整前当期純利益 1,130 1,443

少数株主利益 3 4

当期純利益 1,127 1,439
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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 1,130 1,443

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 320 212

その他の包括利益合計 320 212

包括利益 1,450 1,655

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,447 1,651

少数株主に係る包括利益 3 4
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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 2,881 2,881

当期末残高 2,881 2,881

資本剰余金   

当期首残高 3,730 3,730

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 3,730 3,730

利益剰余金   

当期首残高 38,182 38,784

当期変動額   

剰余金の配当 △525 △524

当期純利益 1,127 1,439

当期変動額合計 602 914

当期末残高 38,784 39,699

自己株式   

当期首残高 △986 △989

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △3 △1

当期末残高 △989 △990

株主資本合計   

当期首残高 43,807 44,406

当期変動額   

剰余金の配当 △525 △524

当期純利益 1,127 1,439

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 599 913

当期末残高 44,406 45,319
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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 △128 191

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 320 212

当期変動額合計 320 212

当期末残高 191 403

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △128 191

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 320 212

当期変動額合計 320 212

当期末残高 191 403

少数株主持分   

当期首残高 216 219

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 4

当期変動額合計 3 4

当期末残高 219 223

純資産合計   

当期首残高 43,895 44,817

当期変動額   

剰余金の配当 △525 △524

当期純利益 1,127 1,439

自己株式の取得 △3 △1

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） 323 216

当期変動額合計 922 1,129

当期末残高 44,817 45,947
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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 3,103 3,208

減価償却費 786 682

減損損失 507 1,638

受取利息及び受取配当金 △85 △88

支払利息 12 10

売上債権の増減額（△は増加） △7,842 △3,887

未成工事受入金の増減額（△は減少） 208 △266

未成工事支出金の増減額（△は増加） △294 321

仕入債務の増減額（△は減少） 1,170 3,192

投資有価証券売却損益（△は益） － △16

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,310 △270

工事損失引当金の増減額（△は減少） 798 △399

災害損失 465 －

その他 1,283 758

小計 1,414 4,890

利息及び配当金の受取額 156 93

利息の支払額 △12 △10

法人税等の支払額 △1,112 △3,335

災害損失の支払額 △455 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △10 1,637

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,049 △9,436

有形固定資産の取得による支出 △816 △1,142

投資有価証券の取得による支出 － △358

有価証券の売却及び償還による収入 7,510 10,128

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 16

無形固定資産の取得による支出 △5 △464

定期預金の預入による支出 △655 △549

定期預金の払戻による収入 862 580

その他 △63 74

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,782 △1,150

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 829 540

短期借入金の返済による支出 △717 △317

長期借入れによる収入 150 250

長期借入金の返済による支出 △252 △219

配当金の支払額 △523 △523

その他 △6 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △520 △274

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,251 212

現金及び現金同等物の期首残高 3,996 9,248

現金及び現金同等物の期末残高 9,248 9,461
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  該当事項はありません。  

   

下記事項を除き、 近の有価証券報告書(平成24年６月28日提出)における記載から重要な変更

がないため、開示を省略しております。 

  

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、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、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。    

   

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ります。 

  当社グループは、電力関連設備や一般電気設備工事等の設計及び施工を主な事業として展

開しており、「発電設備工事業」及び「電気・通信設備工事業」の２つを報告セグメントと

しております。 

  「発電設備工事業」は、火力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備の建設及び保守に

関する事業であります。 

  「電気・通信設備工事業」は、変電設備、一般電気設備、情報通信設備、空調設備工事の

設計及び施工に関する事業であります。 

   

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産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、たな卸資産の評価基準を除き、「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ます。 

  たな卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しており

ます。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収

益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

   

（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）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

（会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示）

（セグメント情報）
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