
【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27年２月10日

【四半期会計期間】 第52期第３四半期（自　平成26年10月１日　至　平成26年12月31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３四半期連結
累計期間

第52期
第３四半期連結

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
　12月31日

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　12月31日

自平成25年
　４月１日
至平成26年
　３月31日

売上高 （千円） 13,908,834 20,293,652 23,392,479

経常利益 （千円） 536,821 1,475,077 1,377,008

四半期（当期）純利益 （千円） 331,172 932,671 783,622

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 463,691 1,001,846 986,363

純資産額 （千円） 10,190,756 11,331,945 10,778,230

総資産額 （千円） 17,087,163 19,315,751 18,981,679

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 25.92 73.00 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 （％） 59.6 58.7 56.8

 

回次
第51期

第３四半期連結
会計期間

第52期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成25年
　10月１日
至平成25年
　12月31日

自平成26年
　10月１日
至平成26年
　12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 16.17 47.02

　（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３四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３四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３四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

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、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ますが、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、景気の先行き不透明な状況となっております。

　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３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は 20,293百万円（前年同四半

期比45.9％増）となりました。

　損益面では、売上高の大幅な増加等により、営業利益1,422百万円（前年同四半期比 194.6％増）、経常利益

1,475百万円（前年同四半期比 174.8％増）となりました。

　また、法人税等を控除した四半期純利益は、932百万円（前年同四半期比 181.6％増）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 15,987百万円（前年

同四半期比 62.3％増）となりました。

　また、損益は、経常利益 1,351百万円（前年同四半期比 87.9％増）となりました。

　②パイプ・素材事業

　パイプ部門におけるプラント配管及び小水力発電用導水管の増加により、売上高は4,538百万円（前年同四

半期比 11.2％増）となりました。

　また、損益は、経常利益 528百万円（前年同四半期比 127.3％増）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３四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３四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、36百万円であります。

　 なお、当第３四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。

 

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

 3/15



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３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年２月10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10月１日～

平成26年12月31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３四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12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） 　普通株式　　　4,000 － 単元株式数　1,000株

完全議決権株式（その他） 　普通株式 12,770,000 12,770 同上

単元未満株式 　普通株式　　　6,000 － －

発行済株式総数 12,780,000 － －

総株主の議決権 － 12,770 －

 

②【自己株式等】

平成26年12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(％)

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
4,000 － 4,000 0.03

計 － 4,000 － 4,000 0.03

 

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

代表取締役常務取締役

管理本部長

兼 同本部経営企画部長

代表取締役常務取締役

管理本部長

兼 経営企画部長

兼 同部経営企画室長

樋口　徹 平成26年７月１日

取締役

エンジニアリング事業部営業統括部長

兼 同統括部業務調整室長

取締役

エンジニアリング事業部営業統括部長 柳　清 平成26年７月１日
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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３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平

成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31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。

 

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

 6/15



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３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,515,629 2,160,372

受取手形・完成工事未収入金等 9,412,461 ※１ 7,038,975

未成工事支出金 1,510,988 2,071,686

商品及び製品 130,167 295,314

材料貯蔵品 241,776 390,024

預け金 2,604,523 4,589,623

繰延税金資産 280,577 271,868

その他 91,612 284,694

貸倒引当金 △10,161 △7,826

流動資産合計 16,777,576 17,094,733

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 533,059 542,891

機械・運搬具 1,711,429 1,827,699

工具器具・備品 862,664 860,589

土地 1,099,000 1,099,000

リース資産 5,443 5,443

建設仮勘定 73,587 710

減価償却累計額 △2,633,792 △2,711,226

有形固定資産合計 1,651,391 1,625,107

無形固定資産   

ソフトウエア 45,224 54,648

その他 8,073 8,017

無形固定資産合計 53,298 62,666

投資その他の資産   

投資有価証券 66,667 67,355

繰延税金資産 245,783 248,922

退職給付に係る資産 - 33,762

その他 206,270 200,322

貸倒引当金 △19,308 △17,119

投資その他の資産合計 499,412 533,244

固定資産合計 2,204,102 2,221,017

資産合計 18,981,679 19,315,751
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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３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,960,741 4,360,739

未払法人税等 514,147 392,254

未成工事受入金 693,990 1,201,433

賞与引当金 343,500 172,850

役員賞与引当金 30,000 -

完成工事補償引当金 119,600 93,900

工事損失引当金 76,200 74,500

その他 368,466 544,289

流動負債合計 7,106,645 6,839,966

固定負債   

退職給付に係る負債 1,008,304 1,051,044

役員退職慰労引当金 62,462 64,715

繰延税金負債 1,035 1,080

その他 25,000 27,000

固定負債合計 1,096,802 1,143,839

負債合計 8,203,448 7,983,805

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 9,411,987

自己株式 △2,083 △3,028

株主資本合計 10,694,167 11,178,708

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 △19,789 △3,864

為替換算調整勘定 39,049 115,596

退職給付に係る調整累計額 64,802 41,505

その他の包括利益累計額合計 84,062 153,237

純資産合計 10,778,230 11,331,945

負債純資産合計 18,981,679 19,315,751
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

売上高   

完成工事高 12,159,386 18,156,900

兼業事業売上高 1,749,447 2,136,752

売上高合計 13,908,834 20,293,652

売上原価   

完成工事原価 10,199,115 15,312,172

兼業事業売上原価 1,449,998 1,770,320

売上原価合計 11,649,114 17,082,493

売上総利益   

完成工事総利益 1,960,270 2,844,727

兼業事業総利益 299,449 366,431

売上総利益合計 2,259,719 3,211,159

販売費及び一般管理費 1,777,077 1,789,115

営業利益 482,642 1,422,044

営業外収益   

受取利息 41,826 52,087

為替差益 7,766 -

雑収入 8,979 7,033

営業外収益合計 58,572 59,121

営業外費用   

支払利息 74 70

為替差損 - 2,521

持分法による投資損失 3,233 2,917

賃貸収入原価 455 159

雑支出 630 418

営業外費用合計 4,393 6,088

経常利益 536,821 1,475,077

特別利益   

固定資産売却益 － 150

特別利益合計 － 150

特別損失   

固定資産除却損 402 150

会員権評価損 － 1,332

特別損失合計 402 1,482

税金等調整前四半期純利益 536,418 1,473,744

法人税等 205,246 541,072

少数株主損益調整前四半期純利益 331,172 932,671

四半期純利益 331,172 932,671
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 331,172 932,671

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 △8,304 15,924

為替換算調整勘定 135,777 72,940

退職給付に係る調整額 - △23,296

持分法適用会社に対する持分相当額 5,046 3,606

その他の包括利益合計 132,519 69,174

四半期包括利益 463,691 1,001,846

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 463,691 1,001,846
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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３四半期連結累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３四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３四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。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　四半期連結会計期間末満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会

計期間末日残高に含まれております。
 

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形 －千円 58,798千円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四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３

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３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

減価償却費 103,334千円 110,290千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31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

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日）
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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 9,840,396 4,068,437 13,908,834

セグメント間の内部売上高

又は振替高
8,843 13,773 22,617

計 9,849,239 4,082,211 13,931,451

セグメント利益 719,449 232,443 951,893

 

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 951,893  

全社費用（注） △415,072  

四半期連結損益計算書の経常利益 536,821  

（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３四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年12月31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 15,981,264 4,312,388 20,293,652

セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,802 225,751 231,553

計 15,987,066 4,538,139 20,525,206

セグメント利益 1,351,874 528,303 1,880,178

 

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 1,880,178  

全社費用（注） △405,101  

四半期連結損益計算書の経常利益 1,475,077  

（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及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 25円92銭 73円00銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 331,172 932,671

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（千円） 331,172 932,671

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。

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

14/15



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年２月10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３四半期連結会計期間（平成26年
10月１日から平成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31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12月31
日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四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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