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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91期

当第２四半期
連結累計期間

第91期
当第２四半期
連結会計期間

第90期

会計期間
自　平成20年4月 1日
至　平成20年9月30日

自　平成20年7月 1日
至　平成20年9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) 79,547 46,271 197,386

経常利益 (百万円) 2,728 2,411 8,663

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,880 2,760 6,771

純資産額 (百万円) ― 79,523 79,677

総資産額 (百万円) ― 169,479 182,427

1株当たり純資産額 (円) ― 846.30 847.49

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 30.65 29.38 72.00

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 (％) ― 46.9 43.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,253 ― 14,824

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,125 ― △6,052

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △385 ― △556

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 27,834 30,110

従業員数 (人) ― 5,623 5,472

(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いな

い。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

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いない。
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２ 【事業の内容】

当第２四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、重要な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年 9月30日現在

従業員数(人) 5,623

(注)  従業員数は、当社グループ（当社及び連結子会社）からグループ外への出向者を除き、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である。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年 9月30日現在

従業員数(人) 4,904

(注)  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である。
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第２ 【事業の状況】

１ 【受注及び売上の状況】

(1) 受注実績
　

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年 7月 1日
  至　平成20年 9月30日)

(百万円)

設備工事業 46,080

その他の事業 ―

合計 46,080

　

(2) 売上実績
　

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年 7月 1日
  至　平成20年 9月30日)

(百万円)

設備工事業 45,016

その他の事業 1,255

合計 46,271

(注) １　当社グループ（当社及び連結子会社）は、設備工事業以外は受注生産を行っていない。

２　当社グループ（当社及び連結子会社）は、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載

していない。

３　売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先

　

期別 相手先 売上高(百万円) 割合(％)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年 7月 1日
  至　平成20年 9月30日)

中部電力㈱ 18,843 40.7

４　上記の金額は、セグメント間の取引について相殺消去後の数値である。
５　「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いない。
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なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりである。

設備工事業における受注工事高及び完成工事高の状況

①受注工事高、完成工事高、繰越工事高

　

期別 区分
期首繰越
工事高
(百万円)

期中受注
工事高
(百万円)

計
(百万円)

期中完成
工事高
(百万円)

期末繰越
工事高
(百万円)

当第２四半期累計期間
 

(自　平成20年 4月 1日
 至　平成20年 9月30日)

配電線工事 1,168 35,387 36,556 35,354 1,201

地中線工事 3,004 2,981 5,985 2,845 3,139

通信工事 1,780 8,141 9,922 7,266 2,655

屋内線工事 29,277 37,159 66,436 25,790 40,646

空調管工事 3,317 4,589 7,906 3,386 4,520

計 38,548 88,259126,80774,643 52,163

(注) １　期首以前に受注した工事で契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注工事高にその増減額を含

む。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれる。

２　期末繰越工事高は（期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高）である。

　

②完成工事高

　

期別 区分
中部電力㈱
(百万円)

官公庁
(百万円)

一般民間会社
(百万円)

合計
(百万円)

当第２四半期会計期間
 

(自　平成20年 7月 1日
至　平成20年 9月30日)

配電線工事 16,405 43 1,832 18,281

地中線工事 1,542 ― 487 2,030

通信工事 156 152 3,713 4,022

屋内線工事 297 1,669 15,496 17,463

空調管工事 307 15 1,348 1,670

計 18,708 1,882 22,878 43,469

(注) １　当第２四半期会計期間の完成工事のうち主なもの

㈱東芝 四日市工場240棟第3期電気設備工事（その1）

中日本高速道路㈱ 東海北陸自動車道　山田トンネル～亀尾島トンネル間照明設備工事

中部国際空港㈱ 旅客エプロン拡張灯火施設整備工事

　

　　 ２ 　売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先の完成工事高及び兼業事業売上高の割合

期別 相手先

完成工事高 兼業事業売上高 合計

(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

当第２四半期
会計期間

中部電力㈱ 18,70842.0 130 0.3 18,83942.3
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③繰越工事高（平成20年9月30日現在）

　

区分
中部電力㈱
(百万円)

官公庁
(百万円)

一般民間会社
(百万円)

合計
(百万円)

配電線工事 958 5 237 1,201

地中線工事 2,539 346 253 3,139

通信工事 198 80 2,377 2,655

屋内線工事 483 6,839 33,323 40,646

空調管工事 240 132 4,147 4,520

計 4,420 7,404 40,338 52,163

(注)　繰越工事のうち主なもの

清水建設㈱ オリンパス技術開発センター石川再開発計画 平成21年 2月完成予定

千葉刑務所 千葉刑務所収容棟等新営（電気設備）工事 平成21年 3月完成予定

㈱東芝 四日市工場240棟第4期電気設備工事 平成20年11月完成予定

　

兼業事業における売上高の状況

　

区分 売上実績(百万円)

品名
当第２四半期会計期間
(自 平成20年 7月 1日
至 平成20年 9月30日)

電線類 419

その他工事用材料 538

その他 102

計 1,060

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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又は締結等はない。
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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、当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る。

　

(1) 業績の状況

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国の金

融不安を背景にした海外経済の減速と資源・食糧価格の高騰などにより、景気回復に後退局面がみら

れた。

　当業界においては、輸出の鈍化による企業収益の悪化などにより民間設備投資が伸び悩んでおり、加

えて公共工事の減少や一般関連工事の受注競争激化、材料費等の高騰による仕入コストの上昇など、厳

しい経営環境下にあった。

　このような状況下において、当社グループは平成18年度を初年度とする中期経営計画の最終年度とし

て、①収支向上を目指した受注戦略の推進　②経営効率の向上　③経営管理体制の整備　④企業風土の改

革　などの持続的な成長戦略を推進した。

　特に、コア事業へ経営資源を集中させ、効率的施工に努めるとともに、利益重視戦略を全社一丸となっ

て取り組んだ。

　その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は46,271百万円、経常利益は2,411百万円、四半期純利

益は2,760百万円となった。なお、オンサイト事業の中途解約による補償費等を特別損失に1,676百万

円、またこれに伴う原油価格スワップの解約益を特別利益として3,961百万円計上している。

　

①事業の種類別セグメント

（設備工事業）

設備工事業は、一般民間工事の激しい価格競争が続く相変わらず厳しい経営環境下にあったが、利益

重視の選別受注等により、完成工事高45,016百万円、営業利益3,357百万円となった。

　

（その他の事業）

その他の事業は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用したことにより、リース原

価が増加し、売上高2,565百万円、営業利益71百万円となった。

　

②所在地別セグメント

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」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た。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四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、営業活動に

よるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローにおいて大幅に資金が増加したた

め、第１四半期連結会計期間末に比して13,944百万円増加し、27,834百万円となった。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純

利益4,622百万円、減価償却費1,098百万円、未成工事支出金の減少2,445百万円、未成工事受入金の減少

1,694百万円などにより、6,399百万円の資金増加となった。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による

収入5,110百万円、有価証券の売却による収入16,000百万円、定期預金の預入による支出12,110百万円、

有形固定資産の取得による支出1,287百万円などにより、7,783百万円の資金増加となった。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少によ

る支出47百万円、長期借入金の返済による支出94百万円、利息の支払額47百万円、配当金の支払額47百

万円などにより、267百万円の資金減少となった。

　

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ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ない。

　

(4)研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費は57百万円である。

　なお、研究開発活動の状況に重要な変更はない。

　

EDINET提出書類

株式会社トーエネック(E00076)

四半期報告書

 8/29



(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

当社グループを取り巻く経営環境は、輸出の減退・原材料高による企業収益への下押し圧力の強ま

りによる民間設備投資の落ち込みや、激しい受注競争の継続を考えると、今まで以上に厳しい状況にあ

ると思われる。　　

当社グループとしては、これらの状況を踏まえて、安定した利益を確保できる強靭な企業体質の構築

に向け「持続的な成長戦略の推進」を掲げた、中期経営計画（平成18年度から平成20年度まで）を策

定している。中期経営計画における主な基本戦略は、お客さま第一に徹し、ニーズに応え、信頼され、選

ばれる企業を目指すとともに、競争力を維持・強化し、収益力と財務体質の強化をすることにある。

　

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの財政状態については、総資産は前連結会計年度末に比して12,947百万円減少し、

169,479百万円となり、負債合計は前連結会計年度末に比して12,793百万円減少し、89,955百万円と

なった。

　この結果、純資産は前連結会計年度末の79,677百万円から79,523百万円へと減少し、自己資本比率は

前連結会計年度末の43.7％から46.9％へ改善した。

　また、正味運転資金（流動資産から流動負債を控除した金額）は38,970百万円、流動比率は172.5％で

あり、財務の健全性は保たれていると判断している。

　

(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、厳しい事業環境および入手できる情報にもとづき経営方針を立案できる

よう努めている。平成15年6月より、変化の著しい経営環境に対応できる組織体制と取締役会の構成人

員を少数化（半減）するとともに、執行役員制度を導入し、経営責任の明確化と業務執行の迅速化、意

思決定の透明化の向上に努めている。

　また、会社法および金融商品取引法にもとづく内部統制基本方針（「会社の業務の適正を確保するた

めの体制」および「財務報告に係る内部統制に関する体制」）を決議し、公正・透明性を中心とした

内部統制体制を有効に機能させ、ステークホルダーから信頼される企業を目指している。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はない。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はな

い。
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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 200,000,000

計 200,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年 9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14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 96,649,95496,649,954

名古屋証券取引所
（市場第一部）
東京証券取引所
（市場第一部）

―

計 96,649,95496,649,954― ―

(注) 発行済株式は、全て議決権を有している。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(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
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成20年 7月 1日～
　平成20年 9月30日

― 96,649,954 ― 7,680,785 ― 6,831,946
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(5) 【大株主の状況】

平成20年 9月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

中部電力株式会社 名古屋市東区東新町1 48,330 50.01

トーエネック従業員持株会 名古屋市中区栄1－20－31 6,322 6.54

トーエネック共栄会 名古屋市中区栄1－20－31 1,666 1.72

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４Ｇ）

東京都中央区晴海1－8－11 1,100 1.14

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海1－8－11 1,091 1.13

シービーエヌワイ　デイエフエ
イ　インターナショナル　キャッ
プ　バリュー　ポートフォリオ
（常任代理人　シティバンク・
エヌ・エイ東京支店）

1299　OCEAN　AVENUE　11F ，
SANTAMONICA　CA　90401　USA
（東京都品川区東品川2－3－14）

1,061 1.10

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2－7－1 1,006 1.04

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町2－11－3 716 0.74

日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋3-5-12 682 0.71

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1－1－2 489 0.51

計 ― 62,464 64.63

(注)　上記のほか当社所有の自己株式2,683千株（2.78％）がある。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年 9月30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)

2,683,000 ― ―
普通株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 92,823,000 92,823 ―

単元未満株式 普通株式 1,143,954 ― 1単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 96,649,954 ― ―

総株主の議決権 ― 92,823 ―

(注)　１　「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式である。

２　「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ2,000

株(議決権2個）及び100株含まれている。

３　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式214株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成20年 9月30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)
名古屋市中区栄1－20－312,683,000 ― 2,683,000 2.78

株式会社トーエネック

計 ― 2,683,000 ― 2,683,000 2.78

　

　

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 7月 8月 9月

最高(円) 515 560 586 595 584 568

最低(円) 470 480 538 519 513 508

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期報告書提出日までにおいて役員の異動はない。
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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）に準じて記載している。

　

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２四半期連結会計期間(平成20年 7月 1日

から平成20年 9月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年 4月 1日から平成20年 9月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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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２四半期連結会計期間末
(平成20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20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 39,736 25,508

受取手形・完成工事未収入金等 32,565 46,132

有価証券 1,008 14,012

未成工事支出金 11,197 8,453

材料貯蔵品 1,726 1,818

商品 113 121

繰延税金資産 1,831 344

その他 4,843 8,231

貸倒引当金 △269 △330

流動資産合計 92,753 104,291

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 42,118 41,600

機械、運搬具及び工具器具備品 27,620 27,072

リース資産 － 2,218

土地 24,527 24,669

建設仮勘定 300 178

減価償却累計額 △47,837 △48,158

有形固定資産合計 46,730 47,580

無形固定資産 ※1
 1,326

※1
 1,310

投資その他の資産

投資有価証券 15,146 15,682

繰延税金資産 11,969 11,978

その他 2,864 2,856

貸倒引当金 △1,311 △1,273

投資その他の資産合計 28,668 29,245

固定資産合計 76,725 78,136

資産合計 169,479 182,427

EDINET提出書類

株式会社トーエネック(E00076)

四半期報告書

15/29



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 31,761 42,345

短期借入金 8,992 7,299

未払費用 5,287 6,457

未払法人税等 2,063 3,073

繰延税金負債 0 －

未成工事受入金 4,408 3,541

役員賞与引当金 － 42

工事損失引当金 98 162

その他 1,170 2,071

流動負債合計 53,782 64,994

固定負債

長期借入金 2,355 3,853

退職給付引当金 33,037 33,620

役員退職慰労引当金 64 264

その他 716 16

固定負債合計 36,172 37,755

負債合計 89,955 102,749

純資産の部

株主資本

資本金 7,680 7,680

資本剰余金 6,839 6,839

利益剰余金 62,365 59,955

自己株式 △1,251 △1,224

株主資本合計 75,634 73,250

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,266 2,646

繰延ヘッジ損益 1,618 3,770

為替換算調整勘定 4 10

評価・換算差額等合計 3,889 6,426

純資産合計 79,523 79,677

負債純資産合計 169,479 182,427
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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）

当第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)

売上高 79,547

売上原価 68,866

売上総利益 10,680

販売費及び一般管理費 ※1
 8,418

営業利益 2,262

営業外収益

受取利息 123

受取配当金 94

受取地代家賃 85

持分法による投資利益 207

その他 76

営業外収益合計 586

営業外費用

支払利息 77

為替差損 13

その他 30

営業外費用合計 121

経常利益 2,728

特別利益

固定資産売却益 200

貸倒引当金戻入額 59

投資有価証券売却益 28

スワップ解約益 3,961

特別利益合計 4,249

特別損失

固定資産除売却損 58

減損損失 125

有価証券評価損 72

燃料関連事業解約損 1,676

特別損失合計 1,932

税金等調整前四半期純利益 5,044

法人税、住民税及び事業税 1,943

法人税等調整額 220

法人税等合計 2,164

四半期純利益 2,880
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年7月1日
 至 平成20年9月30日)

売上高 46,271

売上原価 39,918

売上総利益 6,353

販売費及び一般管理費 ※1
 4,201

営業利益 2,151

営業外収益

受取利息 63

受取配当金 17

受取地代家賃 36

持分法による投資利益 177

その他 31

営業外収益合計 327

営業外費用

支払利息 44

その他 21

営業外費用合計 66

経常利益 2,411

特別利益

固定資産売却益 24

貸倒引当金戻入額 1

投資有価証券売却益 0

スワップ解約益 3,961

特別利益合計 3,986

特別損失

固定資産除売却損 36

有価証券評価損 63

燃料関連事業解約損 1,676

特別損失合計 1,776

税金等調整前四半期純利益 4,622

法人税、住民税及び事業税 1,906

法人税等調整額 △45

法人税等合計 1,861

四半期純利益 2,760
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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)

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 5,044

減価償却費 2,101

減損損失 125

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42

退職給付引当金の増減額（△は減少） △582

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △200

その他の引当金の増減額（△は減少） △64

受取利息及び受取配当金 △217

支払利息 77

為替差損益（△は益） △1

有価証券評価損益（△は益） 72

有価証券売却損益（△は益） △28

持分法による投資損益（△は益） △207

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） △141

売上債権の増減額（△は増加） 13,402

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,840

たな卸資産の増減額（△は増加） 99

仕入債務の増減額（△は減少） △10,715

未成工事受入金の増減額（△は減少） 878

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,031

その他 497

小計 6,201

法人税等の支払額 △2,947

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,253

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 △17,353

定期預金の払戻による収入 5,353

有価証券の取得による支出 △7,500

有価証券の売却による収入 16,000

投資有価証券の取得による支出 △2

投資有価証券の売却による収入 58

貸付けによる支出 △2

貸付金の回収による収入 11

有形固定資産の取得による支出 △1,981

有形固定資産の売却による収入 221

利息及び配当金の受取額 229

その他 △159

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,125
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（単位：百万円）

当第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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,030

長期借入金の返済による支出 △1,835

自己株式の取得による支出 △29

自己株式の売却による収入 3

リース債務の返済による支出 △8

利息の支払額 △75

配当金の支払額 △469

財務活動によるキャッシュ・フロー △385

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,275

現金及び現金同等物の期首残高 30,110

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 27,834
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【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)

１．会計処理基準

に関する事項の変

更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第9号）を適用し、

評価基準については、主として移動平均法による原価

法から主として移動平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）に変更している。

　また、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であ

る。

 

(2) リース取引に関する会計基準等の適用

第１四半期連結会計期間より、「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号）を早期に適用し、所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理に変更し、有形固定資産に

計上している。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採

用している。

　従来、リース資産として計上していた国内子会社の

一部が保有する賃貸資産については、リース投資資産

として流動資産の「その他」に計上している。

　これにより、当第２四半期連結累計期間における営

業利益が121百万円、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益がそれぞれ126百万円減少している。セグメ

ント情報に与える影響額は当該箇所に記載している。

　また、リース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっている。

 

　

【簡便な会計処理】

当第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)

該当事項なし。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第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)

該当事項なし。
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【追加情報】

当第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)

提出会社の役員退職慰労引当金については、従来、

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく

連結会計年度末における要支給額により計上してい

たが、平成20年6月26日開催の定時株主総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を廃止した。制度の廃止

に伴い、在任期間に応じた役員退職慰労金の打ち切り

支給を同株主総会にて決議し、役員退職慰労引当金残

高192百万円を固定負債の「その他」に計上してい

る。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年 9月30日)

前連結会計年度末
(平成20年 3月31日)

※１　無形固定資産のうち「のれん」の金額は、333百

万円である。

 

※１　無形固定資産のうち「のれん」の金額は、351百

万円である。

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第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)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は、次のとおりである。

従業員給料手当 4,128百万円

役員退職慰労引当金繰入額 43

退職給付費用 380

貸倒引当金繰入額 44

減価償却費 526

 

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年 7月 1日 
  至　平成20年 9月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は、次のとおりである。

従業員給料手当 2,080百万円

役員退職慰労引当金繰入額 2

退職給付費用 192

貸倒引当金繰入額 24

減価償却費 269

 

　２　当社グループは、主たる事業である設備工事業に

おいて、売上高が第２四半期末及び期末に集中

する一方、販売費及び一般管理費等の固定費は1

年を通じて恒常的に発生する。従って、第１・第

３四半期は売上高に対して、販売費及び一般管

理費等の固定費の負担が大きくなる傾向があ

る。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第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)

※１　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 9月30日現在）

現金預金勘定 39,736百万円

有価証券勘定 1,008

預入期間が3か月を超える

定期預金
△12,910

現金及び現金同等物 27,834
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年 9月30日)及び当第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)

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 96,649

　

２　自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 2,683

　

３　配当に関する事項

(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20年 6月26日
定時株主総会

普通株式 470 5 平成20年 3月31日 平成20年 6月27日 利益剰余金

　
(２)基準日が当第２四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２四半期連結会計期間末後

となるもの

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20年10月31日
取締役会

普通株式 469 5 平成20年 9月30日 平成20年11月28日 利益剰余金
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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２四半期連結会計期間(自　平成20年 7月 1日　至　平成20年 9月30日)

　
設備工事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

45,016 1,255 46,271 ― 46,271

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 1,310 1,310 (1,310) ―

計 45,016 2,565 47,581 (1,310) 46,271

営業利益 3,357 71 3,429 (1,278) 2,151

　

当第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)

　
設備工事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

77,175 2,371 79,547 ― 79,547

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

0 2,543 2,543 (2,543) ―

計 77,175 4,914 82,090 (2,543) 79,547

営業利益 4,714 55 4,770 (2,507) 2,262

(注) １　事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

(1) 事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。

(2) 各区分に属する主要な事業の内容

設備工事業　：電気・管工事その他設備工事全般に関する事業

その他の事業：商品販売・賃貸リース・損害保険代理業他

２　会計方針の変更

　第１四半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理に変更している。

　これにより、当第２四半期連結累計期間における「その他の事業」の営業利益が121百万円減少している。
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年 7月 1日　至　平成20年 9月30日)及び当第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)

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」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た。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年 7月 1日　至　平成20年 9月30日)及び当第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)

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略した。
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(1株当たり情報)

１　1株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年 9月30日)

前連結会計年度末
(平成20年 3月31日)

 
846.30円

 
847.49円

(注)　1株当たり純資産額の算定上の基礎

　

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年 9月30日)

前連結会計年度末
（平成20年3月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 79,523 79,677

普通株式に係る純資産額（百万円） 79,523 79,677

普通株式の発行済株式数（千株） 96,649 96,649

普通株式の自己株式数（千株） 2,683 2,634

1株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数（千株）

93,966 94,015

　

２　1株当たり四半期純利益

　
当第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２四半期連結会計期間
(自　平成20年 7月 1日 
  至　平成20年 9月30日)

1株当たり四半期純利益 30.65円1株当たり四半期純利益 29.38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いない。

２　1株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　
当第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２四半期連結会計期間
(自　平成20年 7月 1日 
  至　平成20年 9月30日)

四半期純利益（百万円） 2,880 2,760

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（百万円） 2,880 2,760

普通株式の期中平均株式数（千株） 93,991 93,975

　

２【その他】

第91期（平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで）中間配当については、平成20年10月31日開催の

取締役会において、平成20年 9月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対

し、次のとおり中間配当を行うことを決議した。

① 配当金の総額 469百万円

② 1株当たりの金額 5円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成20年11月28日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月14日

株式会社トーエネック

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士 　稲　越　千　束　　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士 　岡　野　英　生　　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士 　鬼　頭　潤　子　　　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」に掲げられている株式

会社トーエネックの平成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２四半期連結会計期間

（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年９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、株式会社トーエネック及び連結子会社の平成

20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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