
　
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成20年８月13日

【四半期会計期間】 第69期第１四半期(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

【会社名】 太平電業株式会社

【英訳名】 TAIHEI DENGYO KAISHA,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　平　塚　　卓

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町二丁目４番地

【電話番号】 03(5213)7211(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務統括　　光　富　　勉

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田神保町二丁目４番地

【電話番号】 03(5213)7211(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務統括　　光　富　　勉

【縦覧に供する場所】 太平電業株式会社　北海道支店

(札幌市北区北七条西一丁目１番地２(SE山京ビル))

太平電業株式会社　名古屋支店

(名古屋市中区栄二丁目11番７号)

太平電業株式会社　大阪支店

(大阪市中央区南船場三丁目２番４号)

太平電業株式会社　九州支店

(北九州市小倉北区都一丁目２番１号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

(注)　北海道支店及び九州支店は、金融商品取引法第25条第２項の縦覧

に供すべき支店ではありませんが、投資者の便宜のため、縦覧に

供するものであります。

EDINET提出書類

太平電業株式会社(E00113)

四半期報告書

 1/23



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】

連結経営指標等

　

回次
第69期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第68期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (百万円) 15,946 66,294

経常利益 (百万円) 1,319 6,052

四半期(当期)純利益 (百万円) 829 2,974

純資産額 (百万円) 49,336 48,971

総資産額 (百万円) 71,614 73,344

１株当たり純資産額 (円) 1,148.061,139.40

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 19.39 69.51

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 (％) 68.6 66.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,239 3,008

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 166 △1,723

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △690 △1,130

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 9,434 14,143

従業員数 (名) 1,512 1,428

(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　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　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。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）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、主要な関係会社に異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名)
1,512
(190)

(注) １　「従業員数」欄の（　）内は、臨時従業員の平均雇用人員を外書きしております。

２　従業員数は当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者

を含む就業人員を記載しております。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名)
1,370
(131)

(注) １　「従業員数」欄の（　）内は、臨時従業員の平均雇用人員を外書きしております。

２　従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員を記載しております。
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第２ 【事業の状況】

（注） 「第２　事業の状況」に記載している金額には、消費税等は含まれておりません。

１ 【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループが営んでいる事業の大部分を占める建設事業では生産実績を定義することが困難であり、建

設事業においては請負形態をとっているため販売実績という定義は実態にそぐわないので、受注高及び売

上高で表示しております。

(1) 受注実績

受注実績を部門別に示すと、次のとおりであります。
　

区分

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

受注高
(百万円)

受注残高
(百万円)

発電設備工事
(うち電気計装工事)

15,087
(288)

30,424
(1,575)

化工機設備工事
(うち電気計装工事)

3,801
(114)

4,567
(26)

その他設備工事
(うち電気計装工事)

192
(82)

776
(235)

合計
(うち電気計装工事)

19,081
(486)

35,768
(1,837)

　

(2) 売上高

売上高を部門別に示すと、次のとおりであります。
　

区分

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

(百万円)

発電設備工事
(うち電気計装工事)

13,201
(288)

化工機設備工事
(うち電気計装工事)

2,495
(114)

その他設備工事
(うち電気計装工事)

250
(88)

合計
(うち電気計装工事)

15,946
(492)

　
(注) 　主な相手先別の売上高、及び当該売上高の売上高総額に対する割合は、次のとおりであります。

　

期別 相手先 売上高(百万円) 割合(％)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

三菱重工業株式会社
ＪＦＥメカニカル株式会社

3,631
1,602

22.8
10.1
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(3) 売上にかかる季節的変動について

建設事業においては、契約により工事の完成引渡しが第２四半期連結会計期間及び第４四半期連結会

計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間及び第３四半期連結会計期間における売上高に比

べ、第２四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間の売上高が多くなるといった季節的変動があ

ります。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気回復が足踏み状態にあり、サブプライムローン

問題による株価下落、原油価格の高騰から景気の下振れリスクが高まっております。

このような状況の下、当社グループは新中期経営計画「チャレンジ10」を定め、人材確保と育成、経営

資源の有効活用、マネジメントの効率化とＣＳＲの推進等に鋭意取り組みを強化しております。

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高15,946百万円、営業利益1,141百万円、経常利益1,319百

万円、四半期純利益829百万円となりました。

なお、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15,087百万円（前年同期比2.3％減、構成比79.1％）となりました。売上高に

ついては、13,201百万円（前年同期比39.1％増、構成比82.8％）となり、売上総利益は1,746百万円とな

りました。

　

（化工機設備工事）

化工機設備工事は、受注高3,801百万円（前年同期比49.8％増、構成比19.9％）となりました。売上高

については、2,495百万円（前年同期比25.2％増、構成比15.6％）となり、売上総利益は549百万円とな

りました。

　

（その他設備工事）

その他設備工事は、受注高192百万円（前年同期比65.4％減、構成比1.0％）となりました。売上高に

ついては、250百万円（前年同期比37.1％減、構成比1.6％）となり、売上総利益は11百万円となりまし

た。

　

(2) 財政状態の分析

資産、負債及び純資産の状況

(イ) 資産

流動資産は、未成工事支出金が1,942百万円、受取手形・完成工事未収入金が1,402百万円増加したもの

の、短期貸付金が4,993百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて2,334百万円減少し

53,294百万円となりました。

固定資産は、投資有価証券が663百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて604百万円

増加し18,320百万円となりました。

　

(ロ) 負債

流動負債は、未払法人税等が1,939百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて2,253百

万円減少し20,458百万円となりました。

固定負債は繰延税金負債が152百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて159百万円

増加し1,819百万円となりました。
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(ハ) 純資産

純資産は、その他有価証券評価差額金が382百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ

て364百万円増加し49,336百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は9,434百万円と

なりました。なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは4,239百万円の減少となりました。これは、主に法人税等の支払

額2,119百万円と未成工事支出金等の増加による資金の減少1,965百万円等があったことによるもので

す。

　

(投資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・フローは166百万円の増加となりました。これは、主に定期預金の預入に

よる支出1,088百万円と有形固定資産の取得による支出605百万円等があったものの、定期預金の払戻に

よる収入1,751百万円と有形固定資産の売却による収入110百万円等があったことによるものです。

　

(財務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・フローは690百万円の減少となりました。これは、主に配当金の支払額759

百万円によるものです。
　
　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、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。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は18百万円であります。なお研究開発活動の状況に重

要な変更はありません。

　

(6) 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

当社グループを取り巻く事業環境は、原油高騰に伴う原材料価格上昇の影響を受けるなど、企業の設備

投資判断が慎重さを増しながらも横ばい基調で推移しました。

当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえて、新中期経営計画「チャレンジ10」を定め、

人材確保と育成、経営資源の有効活用、マネジメントの効率化とＣＳＲの推進等に鋭意取り組みを強化し

ております。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、現在の事業環境および入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案する

ように努めております。電力プラント分野においては原子力発電所の耐震設計の見直しや補強工事等、ま

た製鉄関連分野においては既存設備の増設等工事量は増加傾向にあります。しかしながら、米国経済の減

速と原油価格の上昇など不安要素をかかえており、このような中、新中期経営計画「チャレンジ10」を策

定し、工事の状況変化に迅速な対応が行えるよう人材を育成すべく、必要な知識と確固とした目的を持っ

た教育体系作りに取り組むとともに、受注、工事施工に全力を注いでまいります。
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第３【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【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 138,959,000

計 138,959,000

　

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20年6月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年8月13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 44,183,96044,183,960

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

―

計 44,183,96044,183,960― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【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20年6月30日 ― 44,183 ― 4,000 ― 4,645

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【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、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20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

1,395,000
（相互保有株式）
普通株式　 17,000

― ―

完全議決権株式(その他)
 普通株式

42,246,000
42,246 ―

単元未満株式
 普通株式

525,960
― ―

発行済株式総数 44,183,960― ―

総株主の議決権 ― 42,246 ―

(注)　１　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、５千株(議決権５個)含

　　まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、東京動力株式会社所有の相互保有株式796株及び当社所有の自己株式

　　252株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20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)
太平電業株式会社

東京都千代田区神田
神保町２－４

1,395,000 ― 1,395,0003.16

(相互保有株式)
東京動力株式会社

神奈川県横浜市鶴見区
佃野町11－８

17,000 ― 17,000 0.04

計 ― 1,412,000 ― 1,412,0003.20

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　　４月　 　５月 　６月

最高(円) 808 918 1,010

最低(円) 731 773 892

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場一部におけるものであります。　
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)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、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人により四

半期レビューを受けております。

なお、太陽ＡＳＧ監査法人は、平成20年７月15日付けをもって法人組織を有限責任監査法人へ移行し、名

称を太陽ＡＳＧ有限責任監査法人に変更しております。
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,289 9,668

受取手形・完成工事未収入金 22,808 21,405

有価証券 1,010 1,010

未成工事支出金 13,652 11,710

材料貯蔵品 2 2

短期貸付金 ※２
 5,073

※２
 10,066

繰延税金資産 1,091 1,481

その他 374 322

貸倒引当金 △7 △39

流動資産合計 53,294 55,628

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 12,678 12,641

減価償却累計額 △7,971 △7,920

建物及び構築物（純額） 4,707 4,721

機械装置及び運搬具 9,451 9,774

減価償却累計額 △7,856 △8,243

機械装置及び運搬具（純額） 1,595 1,531

工具、器具及び備品 1,409 1,384

減価償却累計額 △1,206 △1,191

工具、器具及び備品（純額） 203 192

土地 3,305 3,277

建設仮勘定 148 237

有形固定資産合計 9,960 9,960

無形固定資産 117 119

投資その他の資産

投資有価証券 5,390 4,727

長期貸付金 5 6

賃貸不動産 1,312 1,310

減価償却累計額 △649 △642

賃貸不動産（純額） 663 668

繰延税金資産 26 73

その他 2,290 2,294

貸倒引当金 △132 △133

投資その他の資産合計 8,242 7,636

固定資産合計 18,320 17,715

資産合計 71,614 73,344
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 12,996 13,890

短期借入金 296 207

未払法人税等 285 2,225

繰延税金負債 0 0

未成工事受入金 4,564 3,431

賞与引当金 203 774

役員賞与引当金 16 70

完成工事補償引当金 21 19

工事損失引当金 346 477

その他 1,726 1,615

流動負債合計 20,458 22,712

固定負債

長期借入金 56 68

繰延税金負債 159 7

退職給付引当金 1,477 1,446

その他 125 138

固定負債合計 1,819 1,659

負債合計 22,278 24,372

純資産の部

株主資本

資本金 4,000 4,000

資本剰余金 4,651 4,651

利益剰余金 39,650 39,619

自己株式 △461 △456

株主資本合計 47,841 47,816

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,285 902

為替換算調整勘定 △16 28

評価・換算差額等合計 1,269 930

少数株主持分 225 224

純資産合計 49,336 48,971

負債純資産合計 71,614 73,344
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　(2)【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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日)

売上高 15,946

売上原価 13,639

売上総利益 2,307

販売費及び一般管理費 ※１
 1,165

営業利益 1,141

営業外収益

受取利息 28

受取配当金 54

固定資産賃貸料 24

受取保険金 17

為替差益 62

その他 26

営業外収益合計 214

営業外費用

支払利息 6

固定資産賃貸費用 27

その他 2

営業外費用合計 36

経常利益 1,319

特別利益

固定資産売却益 90

貸倒引当金戻入額 31

その他 6

特別利益合計 128

特別損失

固定資産除却損 3

特別損失合計 3

税金等調整前四半期純利益 1,444

法人税、住民税及び事業税 208

法人税等調整額 402

法人税等合計 611

少数株主利益 4

四半期純利益 829
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年６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 1,444

減価償却費 242

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31

その他の引当金の増減額（△は減少） △721

受取利息及び受取配当金 △83

支払利息 6

為替差損益（△は益） △57

持分法による投資損益（△は益） △18

その他の営業外損益（△は益） △44

有形固定資産除売却損益（△は益） △87

売上債権の増減額（△は増加） △7

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △1,965

仕入債務の増減額（△は減少） △887

未払消費税等の増減額（△は減少） 75

その他 △28

小計 △2,164

利息及び配当金の受取額 81

利息の支払額 △6

その他の収入 55

その他の支出 △85

法人税等の支払額 △2,119

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,239

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 △1,088

定期預金の払戻による収入 1,751

有形固定資産の取得による支出 △605

有形固定資産の売却による収入 110

投資有価証券の取得による支出 △0

貸付けによる支出 △7

貸付金の回収による収入 9

その他の支出 △2

その他の収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 166

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 2,998

短期借入金の返済による支出 △2,909

長期借入金の返済による支出 △12

自己株式の取得による支出 △4

配当金の支払額 △759

少数株主への配当金の支払額 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △690

現金及び現金同等物に係る換算差額 54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,709

現金及び現金同等物の期首残高 14,143

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 9,434
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

【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】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

会計方針の変更

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計

基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９

号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価

基準については、原価法から原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法)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ありません。

 

(2)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会

　平成18年５月17日　実務対応報告第18号)を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。なお、

この変更による損益への影響は軽微であります。

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

　

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

　１　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。

　当第１四半期連結会計期間末における貸出コミッ

トメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりで

あります。

貸出コミットメントの総額 8,000百万円

借入実行残高 ―  〃  

差引額 8,000  〃  

　１　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。

　当連結会計年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

 

貸出コミットメントの総額 8,000百万円

借入実行残高 ―  〃  

差引額 8,000  〃  

※２　担保受入金融資産

短期貸付金には、4,994百万円の現先取引が含まれ

ております。これにより現先有価証券の売手から担

保として受け入れた有価証券の内容及び期末時価

は、次のとおりであります。

内容 債券

時価 4,995百万円

※２　担保受入金融資産

短期貸付金には、9,988百万円の現先取引が含まれ

ております。これにより現先有価証券の売手から担

保として受け入れた有価証券の内容及び期末時価

は、次のとおりであります。

内容 債券

時価 9,988百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　販売費および一般管理費の内訳

このうち主要な費目及び金額は次のとおりであ
ります。

従業員給料手当 461百万円

賞与引当金繰入額 34  〃  

役員賞与引当金繰入額 16  〃  

２　売上にかかる季節的変動について

建設事業においては、契約により工事の完成引
渡しが第２四半期連結会計期間及び第４四半期連
結会計期間に集中しているため、第１四半期連結
会計期間及び第３四半期連結会計期間における売
上高に比べ、第２四半期連結会計期間及び第４四
半期連結会計期間の売上高が多くなるといった季
節的変動があります。

　

(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
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年６月30日現在)

現金及び預金 9,289百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 4,860　〃

有価証券のうちマネー・マネージメ

ント・ファンド
10　〃

短期貸付金のうち現先 4,994　〃

現金及び現金同等物 9,434　〃  
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 44,183,960

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,406,430

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成20年５月20日
取締役会

普通株式 利益剰余金 855 20平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変

動が認められないため、記載しておりません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める建設事業の割合がいずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

1,148.06円 1,139.40円

　

２　１株当たり四半期純利益

第１四半期連結累計期間
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

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

19.39円
 

　―　　

(注) １　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。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 829

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 829

普通株式の期中平均株式数(株) 42,780,673

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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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20年８月13日

太平電業株式会社

取締役会　御中

　

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　遠　　藤　　　了　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　桐　　川　　　聡　　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

電業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

　

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、太平電業株式会社及び連結子会社の平成20年

６月30日現在の財政状態並びに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及びキャッシュ・

フローの状況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。

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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