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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 2,969 ― △337 ― △328 ― △212 ―
20年3月期第1四半期 3,335 △1.9 △425 ― △418 ― △331 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △10.77 ―
20年3月期第1四半期 △16.79 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 16,584 4,977 27.5 230.86
20年3月期 15,655 5,244 30.8 244.47

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,554百万円 20年3月期  4,824百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 8,500 △17.3 △400 ― △410 ― △310 ― △15.71
通期 31,000 0.7 750 1.0 740 5.2 320 58.2 16.22

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧下さい。  

(3) 四半期連結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（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されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．上記の業績予想は、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実際の業績は見通しと異なることがあり得ます。 
 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指 
  針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  19,800,000株 20年3月期  19,800,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  69,806株 20年3月期  68,045株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  19,731,255株 20年3月期第1四半期  19,742,115株

- 1 -



富士電機Ｅ＆Ｃ㈱(1775)平成21年３月期 第１四半期決算短信

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期におけるわが国経済は、原油、素材および食糧価格の高騰による収益環境の悪化などから企
業の景況感が悪化し、先行き不透明感が強まる状況にありました。当社グループの属する電気工事業界にお
いても、民間設備投資に慎重姿勢が広がるなど、引き続き厳しい環境にありました。
このような環境のもと、当社グループは、期首に策定した新たな中期経営計画に基づき、受注拡大と事業

の幅の拡大に取り組み、当第１四半期の受注高は52億円（前年同期比13.9％増）となりました。一方、完成
工事高は、前年同期に比して大型物件の完成が少なかったことなどにより、29億円（前年同期比11.0％減）
と前年同期を下回る結果となりましたが、利益面につきましては、コストダウンの推進等により、経常損失
は3億28百万円（前年同期は4億18百万円）、四半期純損失は2億12百万円（前年同期は3億31百万円）と改善い
たしました。
なお、当社グループは、比較的長期にわたる大型プラント工事が主体であり、事業構造上工事の完成が期

末に集中する傾向にあります。このため、四半期毎の業績比較においては、対前期および対前年同期ともに、
変動幅が大きくなることがあることをご理解下さい。
分野別の状況につきましては、次のとおりであります。

（建設事業）

水処理・環境分野では、公共投資の抑制に加え、コストの縮減、設備の長寿化策がとられることなどによ
り、主力である上下水道設備は非常に厳しい環境下にありました。このような状況を受け、当第１四半期の
受注高は7億円（前年同期比41.0％減）、完成工事高は3億円（前年同期比8.5％減）となりました。
エネルギー分野では、低調であった発電設備、原子力関連設備投資の拡大基調が見込まれており、ガス関

連の発電設備や定期点検工事を中心に積極的な営業を展開した結果、当第１四半期の受注高は、9億円（前年
比291.0％増）となりました。一方、完成工事高は、前連結会計年度における受注の減少等により1億円（前
年同期比76.5％減）となりました。
産業分野では、好調であった製紙関連の設備投資が一巡し、鉄鋼分野においても増勢にかげりが見え始め

ておりますが、直接受注の拡大策など積極的な営業を展開した結果、当第１四半期の受注高は21億円（前年
同期比15.3％増）、完成工事高においても、前連結会計年度に受注した大型製紙プラントの完成等により18億
円（前年同期比36.8％増）と、前年同期を上回る結果となりました。
建築・建築付帯分野では、公共投資が依然として低調に推移し、価格競争は引き続き厳しい状況にありま

した。このような状況下、工場の新増築・解体を中心として積極的な営業を展開したものの、富士電機グル
ープにおける設備投資の減少等により国内受注は減少しましたが、海外子会社による受注の増加により、当
第１四半期の受注高は12億円（前年同期比9.2％増）となりました。一方、完成工事高は、大型物件の減少に
より4億円（前年同期比48.7％減）となりました。
（その他の事業）

その他の事業は、子会社における配管漏洩補修による業績でありますが、更なる成長と経営基盤の強化に
向けた、受注の拡大と収益の向上に取り組んだ結果、受注高は1億円（前年同期比17.6％増）、完成工事高は1
億円（前年同期比17.6％増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の総資産は165億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億28百万円増加いたしました。
流動資産は156億円73百万円となり、9億37百万円増加いたしました。主な要因は、期末に工事の完成が集中
することによる未成工事支出金の増加（27億38百万円）、受取手形・完成工事未収入金等の減少（22億61百万
円）であります。固定資産は、主に減価償却費の計上により8百万円減少し、9億10百万円となりました。
負債合計は116億6百万円となり、11億95百万円増加いたしました。主な要因は、未成工事受入金の増加

（10億99百万円）、短期借入金の増加（12億円66百万円）および支払手形・工事未払金等の減少（10億66百万
円）であります。
純資産は、四半期純損失2億12百万円の計上を主因として2億66百万円減少し49億77百万円となり、自己資

本比率は27.5％となりました。
キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。
当第１四半期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

ーでの資金の減少と投資活動によるキャッシュ・フローおよび財務活動によるキャッシュ・フローでの資金
の増加により87百万円増加し、期末残高は14億21百万円となりました。
営業活動による資金の減少は12億31百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失の計上、未

成工事支出金の増加、仕入債務の減少による資金の減少および売上債権の回収、未成工事受入金の増加によ
る資金の増加が主な要因であります。
投資活動による資金の増加は93百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入が主な要因であ

ります。
財務活動による資金の増加は12億12百万円となりました。これは、短期借入金の増加によるものであり

ます。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、アメリカ経済の低迷や原油価格の上昇等により、わが国経済を取り巻く環
境は厳しさを増すものと思われます。電気工事業界においても、企業業績の悪化に伴う設備投資の減少が見
込まれるなど、引き続き厳しい事業環境が続くものと思われます。
当社グループにおきましては、収益力および企業体質を一層強化し株主価値の最大化を図るため、新たに

策定した中期経営計画に掲げた諸施策を実行してまいります。
なお、「１．連結経営成績に関する定性的情報」に記載した事業構造上の特性により、通期業績に対し第１

四半期は低い水準となっておりますが、進捗状況はほぼ当初の見込みどおりであります。
このような状況をふまえ、平成21年3月期の連結業績予想値につきましては、平成20年3月期決算発表時

（平成20年4月24日）に公表した業績予想値と変更ありません。

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①固定資産の減価償却費の算定方法
固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分
する方法によっております。
なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出
する方法によっております。

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方
法によっております。
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等
の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や
タックス・プランニングを利用する方法によっております。

(2) 四半期連結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

①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準第12号）
及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会
計基準適用指針第14号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平
成18年5月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正
を行っております。
なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。
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5. 【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１四半期連結会計期間末

(平成20年６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

現金及び預金 1,356 1,499

受取手形・完成工事未収入金等 7,613 9,875

未成工事支出金 5,773 3,035

その他のたな卸資産 78 56

その他 862 277

貸倒引当金 △11 △8

流動資産合計 15,673 14,736

固定資産

有形固定資産 212 213

無形固定資産 220 230

投資その他の資産 478 475

貸倒引当金 △0 △0

固定資産合計 910 918

資産合計 16,584 15,655

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 7,618 8,685

短期借入金 1,274 7

未払法人税等 68 210

未成工事受入金 2,030 930

完成工事補償引当金 30 30

その他 420 393

流動負債合計 11,442 10,257

固定負債

退職給付引当金 38 16

役員退職慰労引当金 119 130

負ののれん 3 3

その他 2 2

固定負債合計 164 153

負債合計 11,606 10,410
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,970 1,970

資本剰余金 1,801 1,801

利益剰余金 876 1,148

自己株式 △13 △13

株主資本合計 4,634 4,906

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △80 △83

評価・換算差額等合計 △79 △82

少数株主持分 422 420

純資産合計 4,977 5,244

負債純資産合計 16,584 15,655
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 2,969

売上原価 2,594

売上総利益 374

販売費及び一般管理費 711

営業損失（△） △337

営業外収益

受取利息 3

受取配当金 0

負ののれん償却額 0

為替差益 4

その他 4

営業外収益合計 13

営業外費用

支払利息 1

コミットメントフィー 2

手形売却損 1

その他 0

営業外費用合計 4

経常損失（△） △328

税金等調整前四半期純損失（△） △328

法人税、住民税及び事業税 △123

少数株主利益 7

四半期純損失（△） △212
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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１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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損失（△） △328

減価償却費 19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 1

為替差損益（△は益） △3

売上債権の増減額（△は増加） 2,267

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,737

仕入債務の増減額（△は減少） △1,076

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,096

その他 △314

小計 △1,069

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △164

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,231

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 △107

定期預金の払戻による収入 209

有形固定資産の取得による支出 △5

無形固定資産の取得による支出 △2

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 93

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） 1,267

配当金の支払額 △49

少数株主への配当金の支払額 △4

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,212

現金及び現金同等物に係る換算差額 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87

現金及び現金同等物の期首残高 1,333

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,421
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める建設事業の割合がいずれも90％を超えている
ため、事業の種類別セグメントの記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

日本
(百万円)

アジア
(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

2,352 617 2,969 ― 2,969

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

1 0 1 △1 ―

計 2,353 617 2,971 △1 2,969

　 営業費用 2,710 598 3,308 △1 3,306

　 営業利益又は営業損失(△) △356 19 △337 ― △337

(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法 地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域 アジア：タイ、ベトナム、台湾

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 629 1 630

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 2,969

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

21.2 0.0 21.2

(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２ 国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法 地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域 アジア：タイ、ベトナム、台湾

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

　該当事項はありません。
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「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 3,335

Ⅱ 売上原価 3,134

　 売上総利益 200

Ⅲ 販売費及び一般管理費 626

　 営業損失(△) △425

Ⅳ 営業外収益 17

Ⅴ 営業外費用 9

　 経常損失(△) △418

Ⅵ 特別利益 4

Ⅶ 特別損失 90

　 税金等調整前四半期純損失(△) △503

　 法人税、住民税及び事業税 △195

　 少数株主利益 23

　 四半期純損失(△) △331
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6.その他の情報

（工事種類別受注高・完成工事高）

区分

前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

前年同期
増減

金額
(百万円)

構成比

(％)

金額
(百万円)

構成比

(％)

金額
(百万円)

受注高

建設事業

水処理・環境 1,234 26.8 728 13.9 △506

エネルギー 252 5.5 987 18.8 735

産業 1,894 41.0 2,184 41.5 289

建築・建築付帯 1,121 24.3 1,225 23.3 103

小計 4,504 97.6 5,126 97.5 622

その他の事業 112 2.4 131 2.5 19

計 4,616 100.0 5,257 100.0 641

完成工事高

建設事業

水処理・環境 401 12.0 366 12.4 △34

エネルギー 519 15.6 121 4.1 △397

産業 1,365 40.9 1,867 62.9 502

建築・建築付帯 938 28.1 481 16.2 △456

小計 3,223 96.6 2,837 95.6 △385

その他の事業 112 3.4 131 4.4 19

計 3,335 100.0 2,969 100.0 △366

期末受注残高 19,658 20,410 752
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