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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92期

前第２四半期
連結累計期間

第93期
当第２四半期
連結累計期間

第92期
前第２四半期
連結会計期間

第93期
当第２四半期
連結会計期間

第92期

会計期間

自　平成21年
     4月 1日
至　平成21年
     9月30日

自　平成22年
     4月 1日
至　平成22年
     9月30日

自　平成21年
     7月 1日
至　平成21年
     9月30日

自　平成22年
     7月 1日
至　平成22年
     9月30日

自　平成21年
     4月 1日
至　平成22年
     3月31日

売上高 (百万円) 70,650 75,164 36,963 41,905 159,280

経常利益
又は経常損失(△)

(百万円) △16 634 675 880 3,937

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(百万円) △160 259 347 415 2,180

純資産額 (百万円) ― ― 78,670 79,746 80,778

総資産額 (百万円) ― ― 161,018 159,414 161,640

１株当たり純資産額 (円) ― ― 837.59 851.30 862.26

１株当たり四半期
(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △1.71 2.77 3.70 4.43 23.23

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 (％) ― ― 48.9 50.0 50.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,993 3,674 ― ― 4,073

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,315 △2,552 ― ― 7,103

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,472 △1,787 ― ― △3,554

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 29,712 32,814 33,490

従業員数 (人) ― ― 5,790 5,860 5,701

(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22年 9月30日現在

従業員数(人) 5,860

(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22年 9月30日現在

従業員数(人) 5,037

(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
　

セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年 7月 1日
  至　平成22年 9月30日)

(百万円)

　

前年同
四半期比(％)

設備工事業 48,340 ―

その他 ― ―

合計 48,340 ―

　
(2) 売上実績

　

セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年 7月 1日
  至　平成22年 9月30日)

(百万円)

　

前年同
四半期比(％)

設備工事業 40,957 ―

その他 947 ―

合計 41,905 ―

(注) １　当社グループ（当社及び連結子会社）で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）で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以上の相手先の売上高及びその割合

期別 相手先 売上高(百万円) 割合(％)

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年 7月 1日
  至　平成21年 9月30日)

中部電力㈱ 20,994 56.8

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年 7月 1日
  至　平成22年 9月30日)

中部電力㈱ 21,376 51.0

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、完成工事高及び繰越工事高

　

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)

前第２四半期累計期間
 
(自　平成21年 4月 1日
 至　平成21年 9月30日)

配電線工事 1,076 37,789 38,866 37,731 1,134

地中線工事 3,393 2,924 6,318 2,767 3,551

通信工事 2,808 8,719 11,527 7,888 3,638

屋内線工事 23,662 20,676 44,339 16,769 27,569

空調管工事 4,129 4,211 8,341 2,950 5,390

計 35,072 74,321109,39368,108 41,285

当第２四半期累計期間
 
(自　平成22年 4月 1日
 至　平成22年 9月30日)

配電線工事 1,180 39,239 40,419 39,143 1,276

地中線工事 2,883 3,049 5,932 2,494 3,438

通信工事 2,367 8,758 11,126 6,826 4,299

屋内線工事 25,249 30,498 55,747 20,177 35,570

空調管工事 3,342 5,503 8,846 3,165 5,680

計 35,022 87,049122,07271,807 50,265

前事業年度
 
(自　平成21年 4月 1日
 至　平成22年 3月31日)

配電線工事 1,076 77,339 78,415 77,235 1,180

地中線工事 3,393 6,472 9,865 6,982 2,883

通信工事 2,808 16,561 19,370 17,002 2,367

屋内線工事 23,662 45,335 68,998 43,749 25,249

空調管工事 4,129 7,772 11,902 8,560 3,342

計 35,072153,481188,553153,53035,022

(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。
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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)

前第２四半期会計期間
 
(自　平成21年 7月 1日
至　平成21年 9月30日)

配電線工事 18,547 4 1,595 20,146

地中線工事 1,439 0 179 1,619

通信工事 128 71 3,983 4,183

屋内線工事 174 350 7,216 7,740

空調管工事 576 108 1,247 1,933

計 20,866 535 14,221 35,623

当第２四半期会計期間
 
(自　平成22年 7月 1日
至　平成22年 9月30日)

配電線工事 18,500 26 1,536 20,064

地中線工事 1,445 － 116 1,562

通信工事 171 53 3,967 4,191

屋内線工事 345 1,477 10,813 12,637

空調管工事 766 17 799 1,583

計 21,229 1,575 17,234 40,039

(注) １ 前第２四半期会計期間の完成工事のうち主なもの

㈱大林組 三菱東京ＵＦＪ銀行　名古屋ビル特高受変電設備工事

大成建設㈱ 長谷川香料㈱総合研究棟新築工事

福岡県 九州歴史資料館本館棟新築電気設備工事

　　　　当第２四半期会計期間の完成工事のうち主なもの

三井住友建設㈱ （仮称）三井アウトレットパーク　滋賀竜王　新築工事

大成建設㈱ セントラルパーク受変電設備工事

愛知県 公園緑地整備事業費ひろば93号工・地球市民交流センター電気工事

　

　　 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、兼業事業売上高及びその割合

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) (％)

前第２四半期
会計期間

中部電力㈱ 20,86657.4 103 0.3 20,97057.7

当第２四半期
会計期間

中部電力㈱ 21,22952.0 126 0.3 21,35552.3
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③繰越工事高（平成22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 1,119 1 155 1,276

地中線工事 2,327 － 1,110 3,438

通信工事 480 264 3,554 4,299

屋内線工事 642 6,112 28,815 35,570

空調管工事 2,106 172 3,401 5,680

計 6,676 6,550 37,037 50,265

(注)　繰越工事のうち主なもの

旭硝子㈱ 旭硝子㈱千葉工場特高設備更新工事 平成24年 3月完成予定

(学)愛知大学
愛知大学名古屋校舎（ささしま）新築工事（第１期）

電気設備工事
平成24年 3月完成予定

名古屋市 西部医療センター中央病院（仮称）新築電気工事 平成23年 1月完成予定

　

兼業事業における売上の状況

　

区分

売上実績(百万円)

前第２四半期会計期間
(自 平成21年 7月 1日
至 平成21年 9月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年 7月 1日
至 平成22年 9月30日)

電線類 198 256

その他工事用材料 460 500

その他 52 67

計 710 824

　

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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ない。

　なお、重要事象等は存在していない。

　

　

３ 【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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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　
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、企業収益の改善が続く中で、自律的な回復に向け

た動きもみられたものの、依然として失業率が高い水準にあることに加え、欧米を中心とした海外景気

の下振れ、円高・株安、デフレの影響など、景気の先行きが懸念される状況で推移した。

　建設業界においては、民間の設備過剰感は弱まっているものの依然として高水準にあり、公共投資も

総じて低調に推移したことから、激しい受注・価格競争が継続するなど、厳しい経営環境にあった。

　このような状況下において、当社グループは、中期経営計画（平成21年度から平成23年度まで）に掲

げた①収益向上を目指した受注戦略の推進、②経営効率の向上、③経営管理体制の強化、④人材の育成

強化など、持続的成長戦略の足固めの諸施策を推進した。

　その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は41,905百万円（前第２四半期連結会計期間と比較し

て4,942百万円増加）、経常利益は880百万円（前第２四半期連結会計期間と比較して205百万円増

加）、四半期純利益は415百万円（前第２四半期連結会計期間と比較して67百万円増加）となった。

セグメントの業績は、次のとおりである。

（設備工事業）

設備工事業は、受注量の確保と原価低減に努めた結果、完成工事高40,957百万円、営業利益2,089百万

円となった。

なお、設備工事業においては、契約により工事の完成引渡しが第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から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４四半期

連結会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動がある。

（その他）

その他は、主に卸売・小売業において販売拡大に努めたことなどにより、売上高1,624百万円、営業利

益73百万円となった。
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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、投資活動に

よるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローにおける資金の減少が、営業活動に

よるキャッシュ・フローにおける資金の増加を上回ったことにより1,524百万円減少し、32,814百万円

（前第２四半期連結会計期間末と比較して3,101百万円増加）となった。

　

（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、税金等調整前四半期純利益859百万円、減価償却費1,029百万

円、売上債権の増加2,619百万円、未成工事支出金の減少367百万円、仕入債務の増加825百万円、未成工

事受入金の増加333百万円などにより、310百万円の資金増加（前第２四半期連結会計期間と比較して

170百万円減少）となった。

　

（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、定期預金の払戻による収入807百万円、有価証券の取得によ

る支出2,296百万円、有価証券の売却による収入400百万円、有形固定資産の取得による支出327百万円、

有形固定資産の売却による収入357百万円などにより、1,221百万円の資金減少（前第２四半期連結会

計期間は3,266百万円の資金増加）となった。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出480百万円、利息の支払額83百

万円などにより、599百万円の資金減少（前第２四半期連結会計期間は560百万円の資金減少）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、当社グループが対処すべき課題に重要な変更はない。

　

(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63百万円である。

　なお、研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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(5)経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループを取り巻く経営環境は、依然として厳しいものがある。したがって、経営成績に重要な

影響を与える主な要因としては、

①建設市場の縮小による工事量の減少

②得意先の倒産等による不良債権の発生

などがあるが、的確なリスク管理と迅速な対応を図っていく。

　

(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と比較して2,226百万円減少し、

159,414百万円となり、負債合計は前連結会計年度末と比較して1,195百万円減少し、79,667百万円と

なった。

　この結果、純資産は前連結会計年度末の80,778百万円から79,746百万円へと減少し、自己資本比率は

50.0％（前連結会計年度末50.0％）となった。

　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39,314百万円、流動比率は190.7％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

当社グループ経営陣は、「社会のニーズに応える快適環境の創造」「未来をみつめ独自性を誇りう

る技術の展開」「考え挑戦するいきいき人間企業の実現」を経営理念の柱に掲げ、電力供給設備・電

気設備・環境関連設備・情報通信設備などの設計・施工などを営む総合設備企業として持続的な成長

を図り、事業活動を通じて社会貢献していくことがミッションと考えている。このような認識のもと、

どのような経営環境においても安定した利益を創出できる強靭な企業体質づくりを目指して、「持続

的成長戦略の足固め」を基本とした中期経営計画（平成21年度から平成23年度まで）を強力に推進し

ている。

　平成22年度は、この３ヵ年の計画の中間年度であり、「目標達成に向けての正念場」と位置付け、その

完遂に向けて当社グループの総力を挙げた取り組みを展開していく方針である。
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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。

　

EDINET提出書類

株式会社トーエネック(E00076)

四半期報告書

11/32



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22年 9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月12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）

単元株式数　1,000株

計 96,649,95496,649,954― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

(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】

該当事項なし。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(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
(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22年 7月 1日～
　平成22年 9月30日

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

　 　 平成22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 6,555 6.78

トーエネック共栄会 名古屋市中区栄1－20－31 1,913 1.98

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 1,103 1.14

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　シティバンク銀行株
式会社）

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

1,081 1.12

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

日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋3－5－12 681 0.70

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町2－2－2 657 0.68

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2－11－3 608 0.63

トーエネック岡崎協力会持株会 岡崎市菅生町元菅17－2 568 0.59

計 ― 62,504 64.67

(注)　上記のほか当社所有の自己株式2,973千株（3.08％）がある。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22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)

2,973,000 ― 単元株式数　1,000株
普通株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 92,648,000 92,648 同上

単元未満株式 普通株式 1,028,954 ― 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 　 ― 92,648 ―

(注) １　「完全議決権株式（自己株式等）」の欄は、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」の欄には、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」の欄には、当社所有の自己株式675株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成22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1－20－312,973,000 ― 2,973,000 3.08

株式会社トーエネック

計 ― 2,973,000 ― 2,973,000 3.08

　

　

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22年
4月 　5月 　6月 　7月 　8月 　9月

最高(円) 553 525 524 518 499 472

最低(円) 496 461 467 473 444 447

(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日後、当四半期報告書の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。

なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年7月1日から平成21年9月30日まで）及び前第２四半期連結累

計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第

２四半期連結会計期間（平成22年7月1日から平成22年9月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平

成22年4月1日から平成22年9月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成している。

　

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、前第２四半期連結会計期間（平成21年7月1日

から平成21年9月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）

に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、当第２四半期連結会

計期間（平成22年7月1日から平成22年9月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年4月1日か

ら平成22年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人による四半期

レビューを受けている。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7

月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となった。
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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22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22年 3月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 25,144 24,281

受取手形・完成工事未収入金等 30,156 35,454

有価証券 7,195 6,295

未成工事支出金 ※1
 6,990

※1
 4,459

材料貯蔵品 2,364 2,493

商品 103 99

繰延税金資産 2,074 1,783

その他 8,768 9,411

貸倒引当金 △148 △165

流動資産合計 82,649 84,111

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 43,591 42,936

機械、運搬具及び工具器具備品 21,383 21,487

土地 26,656 26,330

建設仮勘定 22 47

減価償却累計額 △43,628 △43,029

有形固定資産合計 48,025 47,772

無形固定資産 1,145 1,086

投資その他の資産

投資有価証券 15,387 16,416

繰延税金資産 11,320 11,373

その他 1,937 1,940

貸倒引当金 △1,052 △1,059

投資その他の資産合計 27,593 28,669

固定資産合計 76,764 77,529

資産合計 159,414 161,640
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年 3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 26,369 27,988

短期借入金 4,044 4,155

未払費用 5,602 5,429

未払法人税等 273 679

未成工事受入金 3,955 1,978

工事損失引当金 ※1
 540

※1
 349

その他 2,549 2,932

流動負債合計 43,334 43,514

固定負債

長期借入金 88 191

退職給付引当金 30,979 31,930

役員退職慰労引当金 34 53

その他 5,230 5,173

固定負債合計 36,332 37,347

負債合計 79,667 80,862

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 64,771 64,981

自己株式 △1,409 △1,406

株主資本合計 77,883 78,095

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,296 1,992

繰延ヘッジ損益 484 627

為替換算調整勘定 82 62

評価・換算差額等合計 1,863 2,682

純資産合計 79,746 80,778

負債純資産合計 159,414 161,640
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年 4月 1日
　至 平成21年 9月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年 4月 1日
　至 平成22年 9月30日)

売上高 70,650 75,164

売上原価 62,554 66,187

売上総利益 8,095 8,976

販売費及び一般管理費 ※1
 8,542

※1
 8,365

営業利益又は営業損失（△） △446 610

営業外収益

受取利息 92 57

受取配当金 51 58

受取地代家賃 81 81

持分法による投資利益 279 1

その他 108 62

営業外収益合計 612 261

営業外費用

支払利息 157 165

為替差損 3 37

その他 21 34

営業外費用合計 182 237

経常利益又は経常損失（△） △16 634

特別利益

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 88 30

投資有価証券売却益 28 23

株式割当益 － 161

特別利益合計 117 215

特別損失

固定資産除売却損 35 51

減損損失 8 －

投資有価証券売却損 － 1

投資有価証券評価損 31 5

特別損失合計 75 58

税金等調整前四半期純利益 25 791

法人税、住民税及び事業税 86 215

法人税等調整額 98 317

法人税等合計 185 532

少数株主損益調整前四半期純利益 － 259

四半期純利益又は四半期純損失（△） △160 259
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年 7月 1日
　至 平成21年 9月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年 7月 1日
　至 平成22年 9月30日)

売上高 36,963 41,905

売上原価 32,083 36,726

売上総利益 4,879 5,178

販売費及び一般管理費 ※1
 4,344

※1
 4,261

営業利益 535 917

営業外収益

受取利息 36 25

受取配当金 4 6

受取地代家賃 34 35

持分法による投資利益 121 9

その他 42 23

営業外収益合計 239 99

営業外費用

支払利息 81 84

為替差損 － 28

その他 17 22

営業外費用合計 99 135

経常利益 675 880

特別利益

貸倒引当金戻入額 53 1

投資有価証券売却益 28 －

特別利益合計 82 1

特別損失

固定資産除売却損 16 21

投資有価証券評価損 － 1

特別損失合計 16 22

税金等調整前四半期純利益 741 859

法人税、住民税及び事業税 38 157

法人税等調整額 354 287

法人税等合計 393 444

少数株主損益調整前四半期純利益 － 415

四半期純利益 347 415
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年 4月 1日
　至 平成21年 9月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年 4月 1日
　至 平成22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 25 791

減価償却費 2,046 2,057

減損損失 8 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △221 △24

退職給付引当金の増減額（△は減少） △497 △950

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29 △18

その他の引当金の増減額（△は減少） － 191

受取利息及び受取配当金 △143 △115

支払利息 157 165

為替差損益（△は益） 0 0

投資有価証券評価損益（△は益） 31 5

投資有価証券売却損益（△は益） △28 △22

持分法による投資損益（△は益） △279 △1

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 35 51

売上債権の増減額（△は増加） 12,605 4,803

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,460 △2,505

たな卸資産の増減額（△は増加） △219 125

仕入債務の増減額（△は減少） △9,305 △1,971

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,609 1,988

未払消費税等の増減額（△は減少） 205 △442

その他 △2,012 110

小計 3,526 4,242

法人税等の支払額 △1,533 △567

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,993 3,674

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 △9,119 △573

定期預金の払戻による収入 12,295 832

有価証券の取得による支出 △9,000 △2,798

有価証券の売却による収入 11,450 400

投資有価証券の取得による支出 △4 △6

投資有価証券の売却による収入 128 34

貸付けによる支出 － △5

貸付金の回収による収入 12 6

有形固定資産の取得による支出 △2,534 △807

有形固定資産の売却による収入 0 358

利息及び配当金の受取額 148 130

その他 △62 △123

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,315 △2,552
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年 4月 1日
　至 平成21年 9月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年 4月 1日
　至 平成22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） 40 －

長期借入れによる収入 500 －

長期借入金の返済による支出 △526 △213

自己株式の取得による支出 △10 △3

自己株式の売却による収入 0 0

リース債務の返済による支出 △846 △937

利息の支払額 △159 △167

配当金の支払額 △470 △467

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,472 △1,787

現金及び現金同等物に係る換算差額 17 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,854 △675

現金及び現金同等物の期首残高 25,857 33,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 29,712

※1
 32,814
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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22年 4月 1日 
  至　平成22年 9月30日)

１　会計処理基準に関

する事項の変更

「資産除去債務に関する会計基準」の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第

18号　平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第21号　平成20年3月31日）を適用している。

　この変更に伴う影響はない。

 

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年 4月 1日 
  至　平成22年 9月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令（平成21年3月24日　内閣府令第5号）の適用により、当第２四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示している。

 

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年 7月 1日 
  至　平成22年 9月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

１ 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年3月24日　内閣府令第5号）の適用により、当第２四半期連結会計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示している。

 

２ 前第２四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「為替差損」は、営業外費用総額の

100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしている。なお、前第２四半期連結

会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は2百万円である。

 

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成22年 4月 1日　至　平成22年 9月30日)

該当事項なし。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成22年 4月 1日　至　平成22年 9月30日)

該当事項なし。
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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22年 9月30日)

 前連結会計年度末
(平成22年 3月31日)

※１　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表

示している。

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は14百

万円である。

 

※１　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表

示している。

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は 2百

万円である。

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年 4月 1日
至　平成21年 9月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年 4月 1日
至　平成22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 4,253百万円

役員退職慰労引当金繰入額 9　
退職給付費用 466　
減価償却費 629　
　 　 　
 

――――――――

※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 4,181百万円

役員退職慰労引当金繰入額 8　
退職給付費用 425　
貸倒引当金繰入額 7　
減価償却費 609　
 

　２　当社グループの売上高は、主たる事業である設備

工事業において、契約により工事の完成引渡し

が第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から第３四半期連

結会計期間における売上高に比べ、第４四半期

連結会計期間の売上高が著しく多くなるといっ

た季節的変動がある。

 

　
前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年 7月 1日
至　平成21年 9月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年 7月 1日
至　平成22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 2,143百万円

役員退職慰労引当金繰入額 4　
退職給付費用 238　
減価償却費 320　
　 　 　

 

　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、第２四半期及び第４四半期の売上高の

割合が大きいのに対し、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こ

とから、第１四半期及び第３四半期の売上高に

対する費用負担が大きくなる傾向がある。

 

 

※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 2,152百万円

役員退職慰労引当金繰入額 4　
退職給付費用 222　
貸倒引当金繰入額 0　
減価償却費 317　

 

　２　当社グループの売上高は、主たる事業である設備

工事業において、契約により工事の完成引渡し

が第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から第３四半期連

結会計期間における売上高に比べ、第４四半期

連結会計期間の売上高が著しく多くなるといっ

た季節的変動がある。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年 4月 1日
至　平成21年 9月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年 4月 1日
至　平成22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21年9月30日現在）

現金預金勘定 25,238百万円

有価証券勘定 12,510　
預入期間が3か月を超える

定期預金
△6,036　

償還期限が3か月を超える

有価証券
△2,000　

現金及び現金同等物 29,712　
 

※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22年9月30日現在）

現金預金勘定 25,144百万円

有価証券勘定 7,195　
預入期間が3か月以内の

預け金
6,000　

預入期間が3か月を超える

定期預金
△842　

償還期限が3か月を超える

有価証券
△4,683　

現金及び現金同等物 32,814　
 

　

(株主資本等関係)

　

当第２四半期連結会計期間末(平成22年 9月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年 4月 1日　

至　平成22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) 2,973

　

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22年 6月25日
定時株主総会

普通株式 468 5 平成22年 3月31日 平成22年 6月28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22年10月29日
取締役会

普通株式 468 5 平成22年 9月30日 平成22年 11月30日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年 7月 1日　至　平成21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

36,097 865 36,963 ― 36,963

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

 
―

 
695 695 (695) ―

計 36,097 1,561 37,659 (695) 36,963

営業利益 1,718 74 1,792 (1,257) 535

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年 4月 1日　至　平成21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

68,968 1,681 70,650 ― 70,650

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

0 1,351 1,351 (1,351) ―

計 68,968 3,033 72,001 (1,351) 70,650

営業利益(又は営業損失) 1,928 132 2,060 (2,506) △446

(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

　　　「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」に記載のとおり、第１四半期連結会計期

間から「工事契約に関する会計基準」を適用している。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当第２四半

期連結累計期間の「設備工事業」の売上高が1,248百万円、営業利益が94百万円増加している。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年 7月 1日　至　平成21年 9月30日)及び前第２四半期連結累計期

間(自　平成21年 4月 1日　至　平成21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】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年 7月 1日　至　平成21年 9月30日)及び前第２四半期連結累計期

間(自  平成21年 4月 1日  至  平成21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、海外売上高の記載を省略した。
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【セグメント情報】

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る。

　当社は、電気工事・管工事その他設備工事全般に関する事業を営んでおり、当社及び子会社の設備工事を

集約し、「設備工事業」を報告セグメントとしている。

　「設備工事業」は、配電線工事、地中線工事、通信工事、屋内線工事、空調管工事を受注施工している。

 

２  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

当第２四半期連結累計期間(自　平成22年 4月 1日　至　平成22年 9月30日)

　 　 　 　 (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)設備工事業

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 73,352 1,811 75,164 ― 75,164

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

0 1,340 1,340 △1,340 ―

計 73,352 3,152 76,504 △1,340 75,164

セグメント利益 2,859 157 3,017 △2,406 610

(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、商品販売、賃貸リース、損害保険代

理業等を含んでいる。

２　セグメント利益の調整額△2,406百万円には、セグメント間取引消去56百万円及び報告セグメントに配賦して

いない全社費用△2,462百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない四半期連結財

務諸表提出会社の管理部門に係る一般管理費である。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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当第２四半期連結会計期間(自　平成22年 7月 1日　至　平成22年 9月30日)

　 　 　 　 (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)設備工事業

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 40,957 947 41,905 ― 41,905

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 676 676 △676 ―

計 40,957 1,624 42,582 △676 41,905

セグメント利益 2,089 73 2,162 △1,245 917

(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、商品販売、賃貸リース、損害保険代

理業等を含んでいる。

２　セグメント利益の調整額△1,245百万円には、セグメント間取引消去30百万円及び報告セグメントに配賦して

いない全社費用△1,275百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない四半期連結財

務諸表提出会社の管理部門に係る一般管理費である。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 

平成20年3月21日)を適用している。
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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22年 9月30日)

前連結会計年度末
(平成22年 3月31日)

　 851.30円
　

　 862.26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22年 9月30日)

前連結会計年度末
(平成22年 3月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 79,746 80,778

普通株式に係る純資産額（百万円） 79,746 80,778

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） 2,973 2,968

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）

93,676 93,681

　
２  １株当たり四半期純利益又は四半期純損失
　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年 4月 1日
至　平成21年 9月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年 4月 1日
至　平成22年 9月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △1.71円
　

１株当たり四半期純利益 2.77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又は四半期純損失の算定上の基礎

　
前第２四半期連結累計期間
 (自　平成21年 4月 1日
 至　平成21年 9月30日)

当第２四半期連結累計期間
 (自　平成22年 4月 1日
 至　平成22年 9月30日)

四半期純利益
又は四半期純損失(△)(百万円)

△160 259

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)

△160 259

普通株式の期中平均株式数（千株） 93,933 93,678

　
前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年 7月 1日
至　平成21年 9月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年 7月 1日
至　平成22年 9月30日)

１株当たり四半期純利益 3.70円
　

１株当たり四半期純利益 4.43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

　
前第２四半期連結会計期間
 (自　平成21年 7月 1日
 至　平成21年 9月30日)

当第２四半期連結会計期間
 (自　平成22年 7月 1日
 至　平成22年 9月30日)

四半期純利益(百万円) 347 415

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） 347 415

普通株式の期中平均株式数（千株） 93,929 93,676
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２ 【その他】

　第93期（平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで）中間配当については、平成22年10月29日開催の取締

役会において、平成22年 9月30日の株主名簿に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　                                　 468百万円

　　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22年11月30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21年11月13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21年４月１日から平成22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21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成

21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

21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)が別途保管している。

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ない。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月12日

株式会社トーエネック

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　　稲　越　千　束　　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　岡　野　英　生　　　印

　

指定有限責任社員
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22年４月１日から平成23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22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成

22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

22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)が別途保管している。

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ない。
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