
【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26年８月11日

【四半期会計期間】 第52期第１四半期（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

【会社名】 三井金属エンジニアリング株式会社

【英訳名】 MESCO,Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　荒木　潤一

【本店の所在の場所】 東京都墨田区錦糸三丁目２番１号

【電話番号】 ０３－５６１０－７８３３

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部経理部長　　木原　基廣

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区錦糸三丁目２番１号

【電話番号】 ０３－５６１０－７８３３

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部経理部長　　木原　基廣

【縦覧に供する場所】 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）

 

EDINET提出書類

三井金属エンジニアリング株式会社(E00303)

四半期報告書

 1/15



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51期

第１四半期連結
累計期間

第52期
第１四半期連結

累計期間
第51期

会計期間
自平成25年　４月１日
至平成25年　６月30日

自平成26年　４月１日
至平成26年　６月30日

自平成25年　４月１日
至平成26年　３月31日

売上高 （千円） 3,254,653 8,059,256 23,392,479

経常利益又は経常損失（△） （千円） △100,820 172,723 1,377,008

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）
（千円） △58,402 115,052 783,622

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 64,692 67,983 986,363

純資産額 （千円） 9,791,757 10,398,611 10,778,230

総資産額 （千円） 15,135,618 19,429,578 18,981,679

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） △4.57 9.00 61.33

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 64.7 53.5 56.8

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、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）純利益金額」については、潜在株式がないため記載しておりま

せん。

 

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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ありません。

 

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又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 (1)業績の状況

　当期のわが国経済は、政府の経済政策及び日本銀行による金融政策により、緩やかな景気の回復基調が継続し

ており、欧州景気の動向及び新興国景気の減速への警戒感、並びに、消費税増税の影響で景況感の小幅な悪化も

ありますが、総じて景気回復の明るい兆しが見られました。

　建設業界におきましては、経済対策により公共投資は増加傾向にあり、また、民間設備投資の回復もあり底堅

く推移しておりますが、受注における厳しい価格競争が継続する経営環境にあります。

　このような状況の中、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は 8,059百万円（前年同四半

期比 147.6％増）と大幅に増加いたしました。

　これはエンジニアリング事業における非鉄金属関連工事の当期完成増によるものであります。

　損益面では、売上高の増収などから、営業利益171百万円（前年同四半期 営業損失 118百万円）、経常利益172

百万円（前年同四半期 経常損失 100百万円）となりました。

　また、法人税等を調整した四半期純損益につきましては、四半期純利益 115百万円（前年同四半期四半期純損

失58百万円）となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりです。

 

①エンジニアリング事業

　非鉄金属関連の前期繰越工事案件及び大規模な定期修理工事の完成があり売上高は 7,093百万円（前年同

四半期比211.7％増）と大幅な増収となりました。

　また、損益は増収に伴い、経常利益 355百万円（前年同四半期比 366.4％増）となりました。

 

②パイプ・素材事業

　パイプ・素材事業の売上高は、前年同四半期とほぼ同額の969百万円（前年同四半期比 1.9％減）となりま

した。

　また、損益は、経常損失 39百万円（前年同四半期 経常損失 36百万円）となりました。

 

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(3)研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究費の総額は、９百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【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 32,000,000

計 32,000,000

 

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26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月11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 12,780,000 12,780,000
東京証券取引所

（市場第二部）
単元株式数 1,000株

計 12,780,000 12,780,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（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】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（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26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 12,780,000 － 1,085,350 － 684,400

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成26年６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） 　普通株式　　　3,000 － 単元株式数　1,000株

完全議決権株式（その他） 　普通株式 12,772,000 12,772 同上

単元未満株式 　普通株式　　　5,000 － －

発行済株式総数 12,780,000 － －

総株主の議決権 － 12,772 －

 

②【自己株式等】

 平成26年６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(％)

三井金属エンジニアリング

株式会社

　東京都墨田区錦糸

　三丁目２番１号
3,000 － 3,000 0.02

計 － 3,000 － 3,000 0.02

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【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。）に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）により作成しております。

 

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、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、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：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,515,629 2,344,599

受取手形・完成工事未収入金等 9,412,461 8,400,419

未成工事支出金 1,510,988 1,338,990

商品及び製品 130,167 128,162

材料貯蔵品 241,776 347,603

前渡金 4,561 48

預け金 2,604,523 4,230,554

繰延税金資産 280,577 275,245

その他 87,051 151,513

貸倒引当金 △10,161 △9,079

流動資産合計 16,777,576 17,208,056

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 533,059 535,280

機械・運搬具 1,711,429 1,712,826

工具器具・備品 862,664 863,729

土地 1,099,000 1,099,000

リース資産 5,443 5,443

建設仮勘定 73,587 102,933

減価償却累計額 △2,633,792 △2,661,574

有形固定資産合計 1,651,391 1,657,638

無形固定資産   

ソフトウエア 45,224 54,028

その他 8,073 8,055

無形固定資産合計 53,298 62,083

投資その他の資産   

投資有価証券 66,667 63,782

繰延税金資産 245,783 253,775

その他 206,270 201,360

貸倒引当金 △19,308 △17,119

投資その他の資産合計 499,412 501,799

固定資産合計 2,204,102 2,221,521

資産合計 18,981,679 19,429,578
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,960,741 6,207,130

未払法人税等 514,147 55,318

未成工事受入金 693,990 718,035

賞与引当金 343,500 174,850

役員賞与引当金 30,000 －

完成工事補償引当金 119,600 132,100

工事損失引当金 76,200 113,800

その他 368,466 538,604

流動負債合計 7,106,645 7,939,839

固定負債   

退職給付に係る負債 1,008,304 1,009,007

役員退職慰労引当金 62,462 54,100

繰延税金負債 1,035 1,020

その他 25,000 27,000

固定負債合計 1,096,802 1,091,127

負債合計 8,203,448 9,030,966

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,085,350 1,085,350

資本剰余金 684,400 684,400

利益剰余金 8,926,501 8,594,368

自己株式 △2,083 △2,500

株主資本合計 10,694,167 10,361,617

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 △19,789 △10,026

為替換算調整勘定 39,049 △10,016

退職給付に係る調整累計額 64,802 57,036

その他の包括利益累計額合計 84,062 36,993

純資産合計 10,778,230 10,398,611

負債純資産合計 18,981,679 19,429,578
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高   

完成工事高 2,741,677 7,415,156

兼業事業売上高 512,976 644,100

売上高合計 ※ 3,254,653 ※ 8,059,256

売上原価   

完成工事原価 2,377,807 6,770,361

兼業事業売上原価 413,602 538,753

売上原価合計 2,791,409 7,309,115

売上総利益   

完成工事総利益 363,869 644,794

兼業事業総利益 99,374 105,346

売上総利益合計 463,243 750,140

販売費及び一般管理費 581,315 578,261

営業利益又は営業損失（△） △118,071 171,879

営業外収益   

受取利息 12,937 15,107

為替差益 3,278 －

雑収入 3,088 2,204

営業外収益合計 19,304 17,311

営業外費用   

支払利息 24 19

為替差損 － 13,946

持分法による投資損失 1,532 1,930

賃貸収入原価 296 45

雑支出 200 526

営業外費用合計 2,054 16,466

経常利益又は経常損失（△） △100,820 172,723

特別損失   

固定資産除却損 147 132

会員権評価損 － 1,450

特別損失合計 147 1,582

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△100,968 171,141

法人税等 △42,565 56,088

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
△58,402 115,052

四半期純利益又は四半期純損失（△） △58,402 115,052
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
△58,402 115,052

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 379 9,762

為替換算調整勘定 115,399 △48,112

退職給付に係る調整額 － △7,765

持分法適用会社に対する持分相当額 7,316 △954

その他の包括利益合計 123,095 △47,069

四半期包括利益 64,692 67,983

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 64,692 67,983
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【注記事項】

（会計方針の変更）

(退職給付に関する会計基準等の適用)

　「退職給付に関する会計基準」　(企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。) を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げら

れた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割

引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及

び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債及び利益剰余金に与える影響はありませ

ん。また、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

 

 

（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）

(税金費用の計算)

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっ

ております。

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

　前第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日）

当社グループの通常の営業形態として第１、第２四半期に比べ第３、第４四半期における工事の割合が大きく

なる傾向があります。なお、前第１四半期連結会計期間の売上高は、前第３、前第４四半期連結会計期間の売上

高と比べ著しく低くなっております。

 

 

（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における四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間における減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりで

あります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

減価償却費 31,979千円 32,516千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

　　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日

定時株主総会
普通株式 332,195 26.00 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

　　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月24日

定時株主総会
普通株式 447,185 35.00 平成26年３月31日 平成26年６月25日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）

１．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

   （単位：千円）

 エンジニアリング事業 パイプ・素材事業 合計

売上高    

外部顧客への売上高 2,270,547 984,106 3,254,653

セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,861 4,360 9,221

計 2,275,408 988,466 3,263,875

セグメント利益又は損失（△） 76,146 △36,394 39,751

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 39,751  

全社費用（注） △140,572  

四半期連結損益計算書の経常損失（△） △100,820  

（注）全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年６月30日）

１．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

   （単位：千円）

 エンジニアリング事業 パイプ・素材事業 合計

売上高    

外部顧客への売上高 7,093,459 965,796 8,059,256

セグメント間の内部売上高

又は振替高
50 3,589 3,639

計 7,093,509 969,386 8,062,895

セグメント利益又は損失（△） 355,132 △39,062 316,069

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 316,069  

全社費用（注） △143,346  

四半期連結損益計算書の経常利益 172,723  

（注）全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額(△)
△4円57銭 9円00銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)

（千円）
△58,402 115,052

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額(△) （千円）
△58,402 115,052

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,776 12,776

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

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26年８月11日

三井金属エンジニアリング株式会社

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 木村　弘巳　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中井　　修　　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」に掲げられている三井金属エンジ
ニアリング株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年
４月１日から平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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、四半期連結包括利益計算書及び注記
について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、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四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
　四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　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、三井金属エンジニアリング株式会社及び連結子会社の平成26年６月30
日現在の財政状態及び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。
 
利害関係
　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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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