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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 23,001 ― △906 ― 666 ― 294 ―

20年3月期第1四半期 21,135 1.2 △757 ― 887 ― 580 ―

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 5.01 ―

20年3月期第1四半期 9.94 9.89

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 235,431 187,043 79.0 3,162.94
20年3月期 240,585 185,709 76.7 3,139.76

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  185,928百万円 20年3月期  184,567百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

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 56,000 ― △900 ― 800 ― 400 ― 6.80
通期 137,000 4.0 1,500 △32.8 5,400 △19.2 3,000 △14.5 51.03

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．その他をご覧ください。］  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(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 
 ・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。 
 ・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想に内在するさまざまな不確定要因やこの後の事業運営における
内外の状況変化等により、実際の業績は見通しと異なる場合があります。  

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  65,138,117株 20年3月期  65,138,117株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  6,354,829株 20年3月期  6,353,960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  58,783,934株 20年3月期第1四半期  58,385,514株
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【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１四半期は、米国におけるサブプライムローン問題を背景とする景気後退懸念や原油など原材料価格

の高騰に伴い、企業収益が減少する中で、当社グループの経営環境は、熾烈な受注・価格競争、電設資材の

高騰など厳しい状況で推移しました。

こうした中で、当社グループは積極的な営業活動を展開するとともに、採算性の向上に向けた原価管理の

一層の徹底により利益の拡大に努めた結果、連結売上高は230億１百万円、営業損失９億６百万円、経常利益

６億６千６百万円、四半期純利益は２億９千４百万円となりました。

（※１）当社個別の受注実績については、10頁に掲載しております部門別受注実績、得意先別受注実績を参

照してください。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

総資産は2,354億３千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ51億５千４百万円の減少となりました。主

なものは、未成工事支出金の増加40億７千１百万円、投資有価証券の増加36億６千７百万円、受取手形・完

成工事未収入金等の減少107億６千５百万円であります。

負債は483億８千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ64億８千７百万円の減少となりました。主なも

のは、未成工事受入金の増加42億９千７百万円、支払手形・工事未払金等の減少92億７百万円であります。

純資産は1,870億４千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億３千３百万円の増加となりました。主

なものは、その他有価証券評価差額金の増加16億５千４百万円であります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

業績予想については、現時点において平成20年４月30日の決算発表時の業績予想から変更はありません。 

なお、当社グループの業績は、季節的変動があり、売上高は第４四半期に偏る傾向にある一方、人件費・

その他固定費は一年を通じて恒常的に発生することから、第１四半期の業績は、売上高に対する費用負担が

大きくなっておりますが、通期においては、予想利益を確保できる見通しであります。
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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)

該当事項はありません。

(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

① 簡便な会計処理

たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

固定資産の減価償却費の算定方法

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定す

る方法によっております。

経過勘定項目の算定方法

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

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

予測等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特有の会計処理

該当事項はありません。
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(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

① 四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用

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 平成19年３月14

日)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 平成19年３

月14日)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。

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

従来、材料貯蔵品については、主として総平均法による低価法、また、商品については、最終仕入

原価法による低価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、それぞれ主として

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、最終仕

入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により

算定しております。 

これによる営業損失、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

③ リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日）

平成19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日）平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係

る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期

間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これによる営業損失、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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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 9,423 14,986

受取手形・完成工事未収入金等 27,516 38,282

有価証券 14,286 10,788

未成工事支出金 15,654 11,583

材料貯蔵品 267 233

商品 1,678 1,345

その他 8,205 7,155

貸倒引当金 △281 △297

流動資産合計 76,750 84,078

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,434 14,602

土地 11,611 11,652

その他 778 758

有形固定資産合計 26,825 27,013

無形固定資産 385 408

投資その他の資産

投資有価証券 109,767 106,100

繰延税金資産 13,116 14,316

その他 8,976 9,023

貸倒引当金 △391 △354

投資その他の資産合計 131,469 129,085

固定資産合計 158,680 156,507

資産合計 235,431 240,585

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 19,037 28,244

短期借入金 2,340 2,320

未払法人税等 52 896

未成工事受入金 9,014 4,716

完成工事補償引当金 22 20

工事損失引当金 92 128

役員賞与引当金 － 70

その他 2,312 2,731

流動負債合計 32,871 39,129

固定負債

退職給付引当金 14,903 14,628

役員退職慰労引当金 380 950

その他 232 168

固定負債合計 15,516 15,746

負債合計 48,387 54,875
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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 3,481 3,481

資本剰余金 140 140

利益剰余金 198,458 198,751

自己株式 △9,404 △9,402

株主資本合計 192,676 192,970

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,748 △8,402

評価・換算差額等合計 △6,748 △8,402

少数株主持分 1,115 1,141

純資産合計 187,043 185,709

負債純資産合計 235,431 240,585
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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 23,001

売上原価 20,135

売上総利益 2,865

販売費及び一般管理費 3,771

営業損失（△） △906

営業外収益

受取利息 1,348

その他 245

営業外収益合計 1,594

営業外費用

支払利息 4

災害事故関係費 1

工具器具等処分損 10

支払手数料 4

その他 1

営業外費用合計 21

経常利益 666

特別利益

固定資産処分益 8

特別利益合計 8

特別損失

固定資産処分損 3

投資有価証券評価損 165

特別損失合計 169

税金等調整前四半期純利益 505

法人税、住民税及び事業税 27

法人税等調整額 206

法人税等合計 234

少数株主損失（△） △24

四半期純利益 294
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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。

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（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。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（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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「参考資料」

(要約) 前四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

期別

科目

  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）

金額

売上高 21,135

売上原価 18,297

売上総利益 2,837

販売費及び一般管理費 3,595

営業損失（△） △757

営業外収益 1,658

受取利息 1,419

その他 239

営業外費用 13

経常利益 887

特別利益 142

特別損失 35

税金等調整前四半期純利益 993

法人税、住民税及び事業税 8

法人税等調整額 426

少数株主損失（△） △21

四半期純利益 580
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㈱中電工(1941)平成21年３月期 第１四半期決算短信

当社個別の経営成績等は、次のとおりであります。

　(1) 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 20,961 ─ △884 ─ 702 ─ 316 ─

20年３月期第１四半期 19,335 0.7 △762 ─ 891 ─ 610 ─

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 5 38 ─ ─

20年３月期第１四半期 10 45 10 40

　(2) 財政状態

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 228,021 183,287 80.4 3,118 02

20年３月期 232,697 181,908 78.2 3,094 51
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 183,287百万円 20年３月期 181,908百万円

(3) 平成21年３月期の業績予想（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２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

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２四半期累計期間 51,000 ─ △900 ─ 800 ─ 400 ─ 6 80

通 期 127,000 4.9 1,300 △26.6 5,200 △16.7 2,900 △13.2 49 33
(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

　(4) 部門別受注実績 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成20年３月期第１四半期 平成21年3月期第１四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電線工事 5,673 18.4 5,907 22.4 234 4.1

発送変電工事 1,011 3.3 527 2.0 △484 △47.9

情報通信工事 1,720 5.6 836 3.2 △884 △51.4

一般内外線工事 17,651 57.2 14,681 55.6 △2,970 △16.8

空調管工事 4,802 15.5 4,432 16.8 △369 △7.7

合 計 30,859 100.0 26,385 100.0 △4,474 △14.5

　(5) 得意先別受注実績 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成20年３月期第１四半期 平成21年3月期第１四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

中国電力㈱ 6,855 22.2 7,069 26.8 214 3.1

官公庁 3,363 10.9 1,909 7.2 △1,453 △43.2

一般民間 20,640 66.9 17,406 66.0 △3,234 △15.7

合    計 30,859 100.0 26,385 100.0 △4,474 △14.5

― 10 ―

決算短信 2008年07月30日 10時29分 70508xe01_in 9ページ （Tess 1.10 20080626_01）


