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１. 19年9月中間期の業績（平成19年4月1日 ～ 平成19年9月30日）
(1)経営成績

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円 銭 円 銭

(参考)持分法投資損益  － 百万円  － 百万円  － 百万円

(2)財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

(参考)自己資本

(3)キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

２. 配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭

3 00 4 50 7 50

3 00

4 50

３．20年3月期の業績予想（平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日）
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営業利益

64

経常利益
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営業利益
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中間期末(基準日)

7
－
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通　　期

18年9月中間期

20年3月期(予想)

19年3月期

20年3月期

－

19年3月期

19年3月期 29,678

営 業 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

19年9月中間期

18年9月中間期

△ 5219年9月中間期

20

－

－

潜 在 株 式 調 整 後 １ 株
当たり中間(当期)純利益

△ 4.0 43

△ 12 60
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19年9月中間期
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9.1
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652 02
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財 務 活 動 に よ る

4,616
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経常利益 当期純利益
１ 株 当 た り

18年9月中間期 19年3月期 15,938百万円

年間期末

売上高

(百万円未満切捨て)

(％表示は対前期増減率)

115.1

△ 85.3

132.8
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キャッシュ・フロー
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)　

４. その他
(1)中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの)
① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更
(注)詳細は13ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(2)発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

株 株 株

② 期末自己株式数
株 株 株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明

無

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理
的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性
があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3
ページ「１．経営成績 (１)経営成績に関する分析」をご覧ください。なお、業績予想は平成19年3月期
決算短信(非連結)(平成19年5月9日開示)における業績予想から変更致しております。

１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎となる株式数については、19ページ「１株当たり情
報」をご覧ください。

19年3月期 24,969,993

(注)

24,969,993

19年3月期 1,043,755

有

19年9月中間期 24,969,993 18年9月中間期

19年9月中間期 1,070,211 18年9月中間期 1,024,223
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

１．経営成績

(1)経営成績に関する分析

(当中間期の経営成績)

売上高の内訳は次のとおりです。
　　屋内線・空調管工事　  75億36百万円
　　配電線工事　　　　　  39億17百万円
　　その他工事　　　　　  17億31百万円
　　兼業事業　　　　　　　 4億76百万円

(通期の見通し)

　　受注高　　   　　　　333億円
　　売上高　　   　　　　337億円
　　営業利益　 　  　　　　4億60百万円
　　経常利益　 　 　　　　 5億80百万円
　　当期純利益 　  　　　　3億円

(2)財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

(負債)

(純資産)

流動資産は主に完成工事未収入金、受取手形が減少したことなどにより、前期末に比べて11億65百
万円減少し、154億7百万円となりました。

流動負債は、未成工事受入金が増加したものの、債務の支払及び税金の納付があったことなどによ
り、前期末に比べて13億62百万円減少し、96億50百万円となりました。

利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の減少により、前期末と比べ1億74百万円減少し、157億
64百万円となりました。

固定資産は投資有価証券の減少などにより、前期末に比べて4億36百万円減少し、126億68百万円と
なりました。
　これにより、資産合計は前期末に比べて16億2百万円減少し、280億76百万円となりました。

固定負債は、退職給付引当金の減少などにより、前期末に比べて65百万円減少し、26億61百万円と
なりました。
　これにより、負債合計は前期末に比べて14億28百万円減少し、123億11百万円となりました。

当中間期におけるわが国経済は、高水準な企業収益を背景とした設備投資や底堅く推移した個人消
費に支えられ、景気は緩やかな拡大を続けました。
しかしながら、当社を取り巻く経営環境は、長引く公共投資の縮減に加え、民間工事の熾烈な受

注・価格競争が続くなか、資材費・労務費が高止まりするなど、大変厳しい状況で終始しました。
このような状況のもとで、当社は全社を挙げて積極的に営業活動を展開し、受注の確保に努めてま

いりました結果、受注高は165億72百万円(前年同期比7.2％減)、売上高は136億61百万円(前年同期比
4.0％減)となりました。

また、利益面におきましては、原価管理の徹底や採算性重視の受注活動に努めた結果、営業利益は
64百万円、経常利益は1億41百万円(前年同期比132.8%増)となりました。

なお、通期の業績につきましては、当社を取り巻く環境や当中間期までの業績進捗状況を踏まえ
て、期首の予想を修正し、下記のとおり見込んでおります。

今後の見通しといたしましては、企業収益の改善が続いていることから、民間設備投資は増加傾向
で推移するものと見込まれるものの、建設投資は依然として伸び悩み、公共投資も期待できないな
ど、当社を取り巻く経営環境は厳しい局面が続くものと考えられます。
このような状況のなかで当社は、引き続き低価格でも利益が創出できる活力ある会社に向けて「コ

スト管理と施工力強化による利益確保」、「戦略的な営業活動の展開」等を重点項目として、全社一
丸となって取り組んでまいる所存であります。

　なお、税引後の中間純利益につきましては、43百万円(前年同期比115.1%増)となりました。

3



北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

②キャッシュ・フローの状況

(営業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)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

(3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　内部留保につきましては、設備投資・研究開発に投資し企業体質の強化を図っていきます。
また、中間配当金につきましては1株当たり3円とさせていただき、期末配当金につきましては1株当

たり4円50銭を予定しています。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益1億27百万円に対して、売上債権の減少及
び未成工事受入金が増加したものの、主に仕入債務の減少及び未成工事支出金が増加したことから、
52百万円減少（前年同期比8億18百万円減）しました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等があったものの、有価証券の償還により、1億13
百万円増加（前年同期比1億88百万円増）しました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払により、1億17百万円減少（前年同期比2
百万円減）しました。

当社は、企業体質の強化を図り、所要利益の確保に努めるとともに、配当につきましては安定配当
の維持を基本とし、株主の皆様の期待にお応えしていきたいと考えています。

当中間期末における現金及び現金同等物は、前期末より55百万円減少し、46億16百万円となりまし
た。

※　キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成17年9月期 平成18年3月期 平成18年9月期 平成19年度3月期 平成19年度9月期

自己資本比率 56.3% 55.8% 56.5% 53.7% 56.1%

時価ベースの
自己資本比率

36.2% 50.7% 33.5% 33.9% 29.7%

・自己資本比率：自己資本／総資産

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

(注1) 株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。

(注2) 当社は有利子負債がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

２．企業集団の状況

３．経営方針

(1)会社の経営の基本方針、(2)中長期的な会社の経営戦略、(3)会社の対処すべき課題

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。
　(当社ホームページ)
http://www.rikudenko.co.jp/

　(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ))
http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

最近の有価証券報告書(平成19年6月29日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係会社の
状況」から重要な変更がないため開示を省略します。

平成19年3月期決算短信(非連結)(平成19年5月9日開示)により開示を行った内容から重要な変更がない
ため開示を省略します。
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

４．中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

注記

番号

Ⅰ流動資産

1.現金預金 4,806 4,616 4,671

2.受取手形 ※３ 1,757 1,672 2,391

3.完成工事未収入金 2,877 4,213 5,461

4.有価証券 200 398 400

5.未成工事支出金 3,847 3,924 3,067

6.材料貯蔵品 172 184 168

7.繰延税金資産 368 328 333

8.その他 212 189 149

　貸倒引当金 △ 71 △ 120 △ 70

　流動資産合計 14,171 51.3 15,407 54.9 16,573 55.8

Ⅱ固定資産

1.有形固定資産 ※１

(1)建物 3,613 3,471 3,542

(2)土地 5,025 4,971 4,971

(3)その他 672 654 647

　 計 9,311 9,097 9,161

2.無形固定資産 95 87 88

3.投資その他の資産

(1)投資有価証券 ※２ 2,847 2,223 2,600

(2)繰延税金資産 947 911 851

(3)その他 ※２ 321 486 480

　 貸倒引当金 △ 81 △ 138 △ 78

　 計 4,035 3,483 3,855

　固定資産合計 13,441 48.7 12,668 45.1 13,105 44.2

27,613 100.0 28,076 100.0 29,678 100.0

(平成18年9月30日) (平成19年9月30日) (平成19年3月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表

当中間会計期間末前中間会計期間末

金額 構成比

(％)

（資産の部）

構成比

(％)(％) (百万円) (百万円)

資産合計

金額 構成比 金額
区分

(百万円)
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

注記

番号

Ⅰ流動負債

1.支払手形 ※３ 4,355 3,817 5,570

2.工事未払金 2,906 3,248 3,731

3.未払法人税等 109 83 215

4.未成工事受入金 1,033 1,762 704

5.工事損失引当金 82 30 31

6.その他 ※３,４ 773 708 758

　流動負債合計 9,260 33.6 9,650 34.4 11,012 37.1

Ⅱ固定負債

1.退職給付引当金 2,691 2,636 2,671

2.役員退職慰労引当金 45 21 52

3.その他 3 3 3

　固定負債合計 2,740 9.9 2,661 9.5 2,727 9.2

12,000 43.5 12,311 43.9 13,739 46.3

Ⅰ株主資本

1.資本金 3,328 12.1 3,328 11.9 3,328 11.2

2.資本剰余金

資本準備金 2,803 2,803 2,803

 資本剰余金合計 2,803 10.2 2,803 10.0 2,803 9.4

3.利益剰余金

(1)利益準備金 360 360 360

(2)その他利益剰余金

 固定資産圧縮積立金 51 50 51

 別途積立金 8,434 8,934 8,434

 繰越利益剰余金 897 645 1,209

 利益剰余金合計 9,744 35.2 9,990 35.5 10,055 34.0

4.自己株式 △ 514 △ 1.9 △ 531 △ 1.9 △ 521 △ 1.8

 株主資本合計 15,362 55.6 15,592 55.5 15,665 52.8

Ⅱ評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 250 0.9 172 0.6 272 0.9

 評価・換算差額等合計 250 0.9 172 0.6 272 0.9

15,613 56.5 15,764 56.1 15,938 53.7

27,613 100.0 28,076 100.0 29,678 100.0

(平成18年9月30日) (平成19年9月30日) (平成19年3月31日)

前中間会計期間末 当中間会計期間末
前事業年度の
要約貸借対照表

構成比

（負債の部）

金額 構成比 金額 構成比
区分

(百万円) (％)

金額

(百万円)

（純資産の部）

負債合計

(％)

　純資産合計

負債純資産合計

(百万円) (％)
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

(2)中間損益計算書

注記

番号

Ⅰ売上高

完成工事高 13,787 13,185 32,197

兼業事業売上高 441 476 940

売上高計 14,228 100.0 13,661 100.0 33,137 100.0

Ⅱ売上原価

完成工事原価 12,421 11,633 29,106

兼業事業売上原価 400 439 847

売上原価計 12,821 90.1 12,073 88.4 29,953 90.4

売上総利益

完成工事総利益 1,366 1,551 3,090

兼業事業総利益 41 37 93

売上総利益計 1,407 9.9 1,588 11.6 3,183 9.6

Ⅲ販売費及び一般管理費 1,419 10.0 1,523 11.2 2,810 8.5

営業利益又は営業損失(△) △ 12 △ 0.1 64 0.5 373 1.1

Ⅳ営業外収益 80 0.6 79 0.6 135 0.4

Ⅴ営業外費用 7 0.1 2 0.0 13 0.0

経常利益 60 0.4 141 1.0 495 1.5

Ⅵ特別利益 18 0.1 5 0.0 283 0.9

Ⅶ特別損失 4 0.0 19 0.1 16 0.0

74 0.5 127 0.9 761 2.3

法人税、住民税及び事業税 96 0.7 69 0.5 285 0.9

法人税等調整額 △ 42 △ 0.3 14 0.1 73 0.2

中間(当期)純利益 20 0.1 43 0.3 403 1.2

税引前中間(当期)純利益

百分比 金額
区分

(百万円) (％)

金額 百分比 金額

(百万円) (％) (百万円) (％)

  至 平成18年9月30日)  至 平成19年9月30日)  至 平成19年3月31日)

百分比

(自 平成18年4月 1日 (自 平成19年4月 1日 (自 平成18年4月 1日

前中間会計期間 当中間会計期間
前事業年度の
要約損益計算書
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

(3)中間株主資本等変動計算書
前中間会計期間　(自 平成18年4月1日　至 平成18年9月30日)

評価・換
算差額等

資本剰余金

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。

311

株主資本
合計

繰越利益
剰余金

15,476

その他有
価証券評
価差額金

1,003 △ 507

自己株式
その他利益剰余金

別途
積立金

平成18年 3月31日
残高　　(百万円) 360

利益
準備金

利益剰余金

資本金

53

株主資本

資本
準備金

固定資産
圧縮積立
金

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩(注)

3,328 2,803

1△ 1

自己株式の取得

自己株式の処分

固定資産圧縮積立金の
取崩 －

－

役員賞与(注)

中間純利益

剰余金の配当(注)

0

△ 107

△ 0

△ 20

△ 107

△ 20

2020

△ 7 △ 7

0△ 0 0

250

△ 61

△ 61

－ － △ 6 △ 113△ 1 －

3,328 2,803 8,434

15,788

中間会計期間中の変動額
合計　(百万円)

平成18年 9月30日
残高　　(百万円) 15,362897 △ 514360 51

△ 105－

－

△ 107

－

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
(純額)

15,613

純資産
合計

△ 61

△ 175

△ 7

0

△ 20

20

8,434
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

当中間会計期間　(自 平成19年4月1日　至 平成19年9月30日)

評価・換
算差額等

資本剰余金

固定資産圧縮積立金の
取崩 0△ 0

272

株主資本
合計

繰越利益
剰余金

15,665

その他有
価証券評
価差額金

1,209 △ 521

自己株式
その他利益剰余金

別途
積立金

平成19年 3月31日
残高　　(百万円) 360

利益
準備金

利益剰余金

資本金

51

株主資本

資本
準備金

固定資産
圧縮積立
金

3,328 2,803

自己株式の取得

自己株式の処分

別途積立金の積立

中間純利益

剰余金の配当

中間会計期間中の変動額

－

－

△ 500

△ 107 △ 107

4343

△ 11 △ 11

0△ 0 1

172

△ 100

△ 100

－ － △ 9 △ 73△ 0 500

3,328 2,803 8,934

15,938

中間会計期間中の変動額
合計　(百万円)

平成19年 9月30日
残高　　(百万円) 15,592645 △ 531360 50

△ 563－

－

△ 107

－

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
(純額)

15,764

純資産
合計

△ 100

△ 174

△ 11

0

43

8,434

500
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

前事業年度の株主資本等変動計算書　(自 平成18年4月1日　至 平成19年3月31日)

評価・換
算差額等

資本剰余金

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。

311

株主資本
合計

繰越利益
剰余金

15,476

その他有
価証券評
価差額金

1,003 △ 507

自己株式
その他利益剰余金

別途
積立金

平成18年 3月31日
残高　　　(百万円) 360

利益
準備金

利益剰余金

資本金

53

株主資本

資本
準備金

固定資産
圧縮積立
金

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩(注)

3,328 2,803

1△ 1

自己株式の取得

自己株式の処分

固定資産圧縮積立金の
取崩 －

－

役員賞与(注)

当期純利益

剰余金の配当(注)

1

△ 107

△ 1

△ 20

△ 107

△ 20

403403

△ 16 △ 16

2△ 0 2

272

△ 39

△ 39

－ － △ 13 189△ 2 －

3,328 2,803 8,434

15,788

事業年度中の変動額
合計　　　(百万円)

平成19年 3月31日
残高　　　(百万円) 15,6651,209 △ 521360 51

205－

－

△ 107

－

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

15,938

純資産
合計

△ 39

150

△ 16

2

△ 20

403

8,434

剰余金の配当 △ 71△ 71 △ 71
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

(4)中間キャッシュ・フロー計算書

注記

番号

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間（当期）純利益 74 127 761

減価償却費 155 174 340

貸倒引当金の増加額 22 109 17

工事損失引当金の増減額（減少：△） 27 △ 1 △ 22

退職給付引当金の増減額（減少：△） 60 △ 34 40

前払年金費用の増減額（増加：△） 45 50 △ 117

受取利息及び受取配当金 △ 21 △ 25 △ 42

売上債権の増減額（増加：△） 2,352 1,953 △ 862

未成工事支出金の増加額 △ 1,066 △ 857 △ 286

その他流動資産の増減額（増加：△） 14 △ 46 80

仕入債務の増減額（減少：△） △ 649 △ 2,243 1,416

未成工事受入金の増減額（減少：△） 210 1,057 △ 118

未払消費税等の減少額 △ 329 △ 77 △ 197

その他流動負債の増減額（減少：△） △ 26 8 24

役員賞与金の支払額 △ 20 - △ 20

その他 △ 12 △ 76 △ 260

小　　計 836 119 754

利息及び配当金の受取額 25 29 43

法人税等の支払額 △ 95 △ 200 △ 179

営業活動によるキャッシュ・フロー 766 △ 52 618

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 100 300 100

有形固定資産の取得による支出 △ 131 △ 86 △ 439

無形固定資産の取得による支出 △ 14 △ 1 △ 14

投資有価証券の取得による支出 △ 333 △ 100 △ 911

投資有価証券の売却による収入 316 9 1,157

その他 △ 11 △ 7 125

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 75 113 17

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △ 107 △ 107 △ 179

その他 △ 6 △ 10 △ 14

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 114 △ 117 △ 193

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 577 △ 55 442

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,229 4,671 4,229

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 4,806 4,616 4,671

当中間会計期間前中間会計期間

（百万円）

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年4月 1日

 至 平成19年3月31日)

金額
区分

（百万円）

(自 平成19年4月 1日

 至 平成19年9月30日)

金額

(自 平成18年4月 1日

 至 平成18年9月30日)

金額

（百万円）
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

(5)中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１． (1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券
子会社株式 子会社株式 子会社株式
　移動平均法による原価法 同左 同左
その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券
　①時価のあるもの 　①時価のあるもの 　①時価のあるもの

同左

　②時価のないもの 　②時価のないもの 　②時価のないもの
同左 同左

(2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産
未成工事支出金 未成工事支出金 未成工事支出金
　個別法による原価法 同左 同左
材料貯蔵品 材料貯蔵品 材料貯蔵品
　総平均法による原価法 同左 同左

２． (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産
同左 同左

　建物及び構築物
６～５０年

　機械装置及び車両運搬具
４～１０年

(会計方針の変更)

(追加情報)

前中間会計期間
(自 平成18年4月 1日
　至 平成18年9月30日)

　なお、主な耐用年数は以
下のとおりである。

当中間会計期間
(自 平成19年4月 1日
　至 平成19年9月30日)

前事業年度
(自 平成18年4月 1日
　至 平成19年3月31日)

資産の評価基準
及び評価方法

中間決算日の市場価
格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資
産直入法により処理
し、売却原価は移動平
均法により算定）

移動平均法による原
価法

固定資産の減価
償却の方法 定率法（ただし、建物

（附属設備を除く）につい
ては定額法）によってい
る。

平成19年度の法人税法改
正に伴い、平成19年3月31
日以前に取得した資産につ
いては、改正前の法人税法
に基づく減価償却の方法の
適用により取得価額の5%に
到達した事業年度の翌事業
年度より、取得価額の5%相
当額と備忘価額との差額を
5年間にわたり均等償却
し、減価償却費に含めて計
上している。

決算日の市場価格等
に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入
法により処理し、売却
原価は移動平均法によ
り算定）

法人税法の改正に伴い、
当中間会計期間より、平成
19年4月1日以降に取得した
有形固定資産について、改
正後の法人税法に基づく減
価償却の方法に変更してい
る。
これによる損益に与える

影響額は軽微である。

これにより、営業利益、
経常利益及び税引前中間純
利益がそれぞれ11百万円減
少している。
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産
同左 同左

３． (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金
同左 同左

(2) 工事損失引当金 (2) 工事損失引当金 (2) 工事損失引当金
同左

(3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金
同左

(4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金
同左

４． 同左 同左

(自 平成18年4月 1日 (自 平成19年4月 1日 (自 平成18年4月 1日
前中間会計期間 当中間会計期間

従業員の退職給付に備え
るため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、当
中間会計期間末において発
生していると認められる額
を計上している。

過去勤務債務は、その発
生年度における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定
の年数(５年)による定額法
により、発生した年度から
費用処理している。

　至 平成18年9月30日) 　至 平成19年9月30日)

自社利用のソフトウェア
については、社内における
利用可能期間(５年)に基づ
く定額法によっている。

引当金の計上基
準

数理計算上の差異は、そ
の発生年度に費用処理して
いる。

役員の退職慰労金の支給
に備えて、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を
計上している。

リース物件の所有権が借
主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・
リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によって
いる。

リース取引の処
理方法

売上債権、貸付金等の貸
倒による損失に備えるた
め、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上
している。

受注工事に係る将来の損
失に備えるため、当中間会
計期間末手持工事のうち損
失の発生が見込まれ、か
つ、その金額を合理的に見
積もることができる工事に
ついて、損失見込額を計上
している。

受注工事に係る将来の損
失に備えるため、当事業年
度末手持工事のうち損失の
発生が見込まれ、かつ、そ
の金額を合理的に見積もる
ことができる工事につい
て、損失見込額を計上して
いる。

役員の退職慰労金の支給
に備えて、内規に基づく当
事業年度末要支給額を計上
している。

従業員の退職給付に備え
るため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき計上
している。

過去勤務債務は、その発
生年度における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定
の年数(５年)による定額法
により、発生した年度から
費用処理している。

数理計算上の差異は、そ
の発生年度に費用処理して
いる。

　至 平成19年3月31日)

前事業年度
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

５． 同左 同左

６． (1) 完成工事高の計上基準 (1) 完成工事高の計上基準 (1) 完成工事高の計上基準
　工事完成基準による。 同左 同左

(2) 消費税等の会計処理 (2) 消費税等の会計処理 (2) 消費税等の会計処理
同左 同左

(6)中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
前中間会計期間

消費税及び地方消費税に
相当する額の会計処理は、
税抜方式によっている。

　至 平成18年9月30日)

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
(自 平成18年4月 1日 (自 平成19年4月 1日 (自 平成18年4月 1日

中 間 キ ャ ッ
シュ・フロー計
算 書 （ キ ャ ッ
シュ・フロー計
算書）における
資金の範囲

手許現金、随時引き出し
可能な預金及び容易に換金
可能であり、かつ、価値の
変動について僅少なリスク
しか負わない取得日から３
か月以内に償還期限の到来
する短期投資からなる。

ただし、長期請負工事
（工期３か年以上で請負金
額５億円以上の工事）につ
いては、工事進行基準に
よっている。

その他中間財務
諸 表 （ 財 務 諸
表）作成のため
の基本となる重
要な事項

(自 平成18年4月 1日
　至 平成19年3月31日)

(自 平成18年4月 1日
　至 平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年4月 1日
　至 平成19年9月30日)

前事業年度

なお、当事業年度における貸借対照
表の純資産の部については、財務諸表
等規則の改正に伴い、改正後の財務諸
表等規則により作成している。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準)

当中間会計期間より、「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準第5号 平成17年
12月9日）及び「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準等の適用
指針」（企業会計基準適用指針第8号
平成17年12月9日）を適用している。
これまでの資本の部の合計に相当す
る金額は、15,613百万円である。
なお、当中間会計期間における中間
貸借対照表の純資産の部については、
中間財務諸表等規則の改正に伴い、改
正後の中間財務諸表等規則により作成
している。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準)

当事業年度より、「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準第5号 平成17年12月9
日）及び「貸借対照表の純資産の部の
表示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準適用指針第8号 平成
17年12月9日）を適用している。
これまでの資本の部の合計に相当す
る金額は15,938百万円である。

　至 平成19年9月30日) 　至 平成19年3月31日)
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

(7)中間財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

※ １ 有形固定資産の減価償却 ※ １ 有形固定資産の減価償却 ※ １ 有形固定資産の減価償却
累計額 百万円 累計額 百万円 累計額 百万円

※ ２ 担保資産 ※ ２ 担保資産 ※ ２ 担保資産
　同左 　同左

投資有価証券 百万円
投資その他の資産
「その他」

※ ３ ※ ３ ※ ３

受取手形 百万円 受取手形 百万円 受取手形 百万円
支払手形 支払手形 支払手形
流動負債「その他」 流動負債「その他」 流動負債「その他」

※ ４ ※ ４ 　同左

(中間損益計算書関係)

１ 減価償却実施額 １ 減価償却実施額 １ 減価償却実施額
有形固定資産 百万円 有形固定資産 百万円 有形固定資産 百万円
無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産

6,787 6,781

当中間会計期間末
(平成19年9月30日)

前事業年度末
(平成19年3月31日)

前中間会計期間末
(平成18年9月30日)

0

当社が出資しているＰＦＩ事業
に関する事業会社の借入債務に対
して、下記の資産を担保に供して
いる。

6,787

なお、当事業年度末日は金融機関
の休日であったため、次の満期手形
が当事業年度末日の残高に含まれ
ている。

961
48

6

中間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
もって決済処理している。
なお、当中間会計期間の末日は金
融機関の休日であったため、次の満
期手形が中間会計期間末日残高に
含まれている。

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

中間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
もって決済処理している。
なお、当中間会計期間の末日は金
融機関の休日であったため、次の満
期手形が中間会計期間末日残高に
含まれている。

818
197
1,353

157

当事業年度末日の満期手形の会
計処理については、手形交換日を
もって決済処理している。

3 513

仮払消費税等及び仮受消費税等
は相殺のうえ、流動負債の「その他」
に含めて表示している。

(自 平成18年4月 1日 (自 平成19年4月 1日 (自 平成18年4月 1日
　至 平成18年9月30日) 　至 平成19年9月30日) 　至 平成19年3月31日)

7 6 13
147 168 325
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自 平成18年4月1日　至 平成18年9月30日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) 1. 増加は、単元未満株式の買取によるものである。

2. 減少は、単元未満株式の買増請求による売渡しによるものである。

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

当中間会計期間(自 平成19年4月1日　至 平成19年9月30日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) 1. 増加は、単元未満株式の買取によるものである。

2. 減少は、単元未満株式の買増請求による売渡しによるものである。

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

当中間会計期間末
株式数(千株)

平成19年11月30日平成19年9月30日

平成19年6月28日

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日

平成19年10月31日
普通株式 71

取締役会

定時株主総会

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

107

効力発生日

1,070

普通株式
平成19年6月27日

利益剰余金

4.5

1,043 28 2

平成19年3月31日

１株当たり
配当額(円)

１株当たり
配当額(円)

基準日

平成18年3月31日

3

配当の原資

平成18年12月1日利益剰余金 平成18年9月30日

基準日

普通株式
定時株主総会

平成18年6月29日
107 4.5

371

配当金の総額
(百万円)

効力発生日

平成18年10月31日

取締役会

株式の種類

普通株式

決議

決議

株式の種類
配当金の総額
(百万円)

平成18年6月30日

効力発生日

基準日 効力発生日決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

前事業年度末
株式数(千株)

当中間会計期間
増加株式数(千株)

当中間会計期間
減少株式数(千株)

前事業年度末
株式数(千株)

当中間会計期間
増加株式数(千株)

当中間会計期間
減少株式数(千株)

当中間会計期間末
株式数(千株)

24,969 － － 24,969

前事業年度末
株式数(千株)

当中間会計期間
増加株式数(千株)

当中間会計期間
減少株式数(千株)

当中間会計期間末
株式数(千株)

1,009 16 1 1,024

24,969 － － 24,969

前事業年度末
株式数(千株)

当中間会計期間
増加株式数(千株)

当中間会計期間
減少株式数(千株)

当中間会計期間末
株式数(千株)

株式の種類

普通株式

株式の種類

普通株式

株式の種類

普通株式

株式の種類

普通株式
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

前事業年度(自 平成18年4月1日　至 平成19年3月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) 1. 増加は、単元未満株式の買取によるものである。

2. 減少は、単元未満株式の買増請求による売渡しによるものである。

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

 現金預金勘定 百万円  現金預金勘定 百万円  現金預金勘定 百万円

 現金及び  現金及び  現金及び
 　現金同等物  　現金同等物  　現金同等物

－ － 24,96924,969普通株式

株式の種類
前事業年度末
株式数(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)

当事業年度末
株式数(千株)

現金及び現金同等物の期末残高と
貸借対照表に掲記されている科目の
金額との関係

4.5

(平成19年3月31日現在)

4,671

4,671

107

前中間会計期間
(自 平成18年4月 1日
　至 平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年4月 1日
　至 平成19年9月30日)

平成18年12月1日
取締役会

定時株主総会

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

平成18年6月29日

効力発生日

基準日

平成18年10月31日
普通株式 71 3 平成18年9月30日

株式の種類
配当金の総額
(百万円)

平成18年6月30日普通株式 107 平成18年3月31日4.5

定時株主総会

効力発生日

普通株式 利益剰余金 平成19年3月31日 平成19年6月28日
平成19年6月27日

１株当たり
配当額(円)

配当の原資決議

4,806

現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間貸借対照表に掲記されてい
る科目の金額との関係

(平成19年9月30日現在)

4,616

4,616

(平成18年9月30日現在)

4,806

現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間貸借対照表に掲記されてい
る科目の金額との関係

前事業年度
(自 平成18年4月 1日
　至 平成19年3月31日)

当事業年度末
株式数(千株)

普通株式 1,009 39 5 1,043

株式の種類
前事業年度末
株式数(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

(１株当たり情報)

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額

(注)１．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)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いない。

　　２．１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　普通株主に
　帰属しない金額

　普通株式に係る
　中間(当期)純利益

　普通株式の
　期中平均株式数

(開示の省略等)

(千株)

(百万円)

(百万円)

23,91423,954

－

403

23,946

20 43

－－

(自 平成19年4月 1日
  至 平成19年9月30日)

前事業年度

20 43

  至 平成19年3月31日)

403

前中間会計期間
(自 平成18年4月 1日
  至 平成18年9月30日)

(百万円)

0円85銭

(自 平成18年4月 1日

659円60銭

1円84銭

当中間会計期間
(自 平成19年4月 1日

  至 平成19年3月31日)

666円16銭

16円83銭

前事業年度

リース取引、有価証券に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと
考えるため開示を省略します。
またデリバティブ取引、持分法投資損益等、ストック・オプション等、企業結合等、重要な後発事象に関

する注記事項については、該当事項はありません。

652円02銭

  至 平成19年9月30日)

　中間(当期)純利益

前中間会計期間
(自 平成18年4月 1日
  至 平成18年9月30日)

(自 平成18年4月 1日
当中間会計期間
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北陸電気工事（株）　(１９３０)　平成20年3月期　中間決算短信　(非連結)

５．受注高・売上高・次期繰越高

(注)

(1)受注高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

10,500 58.8 9,650 58.2 △ 850 △ 8.1 7,886 24.1

3,931 22.0 4,059 24.5 128 3.3 5,576 17.0

3,432 19.2 2,862 17.3 △ 570 △ 16.6 19,255 58.9

17,864 100.0 16,572 100.0 △ 1,292 △ 7.2 32,718 100.0

(2)売上高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

7,923 55.7 7,536 55.1 △ 387 △ 4.9 19,371 58.5

3,761 26.4 3,917 28.7 155 4.1 7,776 23.5

2,101 14.8 1,731 12.7 △ 370 △ 17.6 5,049 15.2

13,787 96.9 13,185 96.5 △ 602 △ 4.4 32,197 97.2

441 3.1 476 3.5 34 7.9 940 2.8

14,228 100.0 13,661 100.0 △ 567 △ 4.0 33,137 100.0

(3)次期繰越高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

12,414 75.5 11,835 72.8 △ 578 △ 4.7 9,721 75.4

1,498 9.1 1,580 9.7 82 5.5 1,438 11.2

2,527 15.4 2,854 17.5 326 12.9 1,723 13.4

16,440 100.0 16,271 100.0 △ 169 △ 1.0 12,884 100.0

(4)得意先別受注高・完成工事高
当中間会計期間(自 平成19年4月 1日  至 平成19年9月30日)

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

5,670 34.2 4,483 34.0

10,902 65.8 8,701 66.0

16,572 100.0 13,185 100.0

前事業年度

前中間会計期間

前事業年度末

増減

  至 平成18年9月30日)  至 平成19年9月30日)   至 平成19年3月31日)

増減

  至 平成18年9月30日)  至 平成19年9月30日)   至 平成19年3月31日)

受注高

当中間会計期間

当中間会計期間

当中間会計期間末

完成工事高

(自 平成19年4月 1日

(平成18年9月30日) (平成19年9月30日)

(自 平成19年4月 1日(自 平成18年4月 1日

屋内線・空調管工事

配 電 線 工 事

(平成19年3月31日)

前中間会計期間

増減
前中間会計期間末

(自 平成18年4月 1日

前事業年度
(自 平成18年4月 1日

(自 平成18年4月 1日

兼 業 事 業

合 計

配 電 線 工 事

そ の 他 工 事

計

そ の 他 工 事

計

屋内線・空調管工事

　当中間会計期間に工種の見直しを行っており、「その他工事」には従来、「屋内線・空調管工事」に含め
ていた情報通信工事及び「配電線工事」に含めていた情報通信工事・土木工事並びに「工務関係工事」を含
めて表示しております。また、「屋内線・環境工事」を「屋内線・空調管工事」に名称を変更しておりま
す。
　なお、比較の便宜上、前中間会計期間及び前事業年度も同様に組替えて記載しております。

北 陸 電 力 ㈱

一 般 得 意 先

計

計

屋内線・空調管工事

配 電 線 工 事

そ の 他 工 事
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