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

 

(2) 財政状態 

  

(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 4,806 ― △106 ― △6 ― △22 ―

20年3月期第1四半期 6,979 ― △27 ― 26 ― 0 ―

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 △0.96 ―

20年3月期第1四半期 0.04 ―

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 28,609 15,816 55.3 663.92
20年3月期 29,296 15,933 54.4 666.96

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  15,816百万円 20年3月期  15,933百万円

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 ― 4.50 7.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 4.50 7.50

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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 14,000 ― 60 ― 160 ― 70 ― 2.93
通期 34,000 3.5 560 △13.8 700 △11.7 370 △0.4 15.49

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(2) 四半期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、2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) 発行済株式数（普通株式） 

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  24,969,993株 20年3月期  24,969,993株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,146,838株 20年3月期  1,080,418株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  23,870,990株 20年3月期第1四半期  ―株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年5月8日に発表しました業績予想は、第2四半期累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．業績予想については、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。なお、2ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」に記載のとおり、本日別途開示の「平成21年3月期第2四半期累計期間及び通
期の業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
３．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

(資産、負債、純資産の状況)

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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 当事業年度より「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
半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

材料貯蔵品については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期
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、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）により算定しております。
　これによる損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
（企業会計審議会第一部会）、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（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、
平成19年3月30日改正））が平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期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。
　これによる損益に与える影響はありません。

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、賃
貸借取引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。

当第１四半期の事業環境については、原油・原材料価格の高騰、米国経済の鈍化及び急激な円高の影
響を受け、景気は足踏み状態となり、企業収益が圧迫され、企業の設備投資が弱含んだことから、建設
業界における熾烈な受注・価格競争は改善することなく、依然として厳しい状況で推移しました。

このような状況のもとで、当社は全社を挙げて営業活動を展開し、受注の確保に努めてまいりました
結果、受注高は105億12百万円、売上高は48億6百万円となりました。

また、利益面におきましては、採算性重視の受注活動及び全般にわたるコスト削減に努め、売上利益
率は改善しましたが、売上高の減少及び受注先の破綻による影響などにより、経常損失は6百万円とな
り、四半期純損失は22百万円となりました。

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価
償却費の額を期間按分して算定しております。

業績予想については、本日別途開示の「平成21年3月期第2四半期累計期間及び通期の業績予想の修正
に関するお知らせ」をご覧ください。

資産は、未成工事支出金が増加したものの、主に完成工事未収入金が減少したことなどにより、前期
末と比べ6億87百万円減少し、286億9百万円となりました。

負債は、未成工事受入金が増加したものの、工事未払金の減少や、諸税の納付などにより、前期末と
比べ5億70百万円減少し、127億92百万円となりました。

純資産は、主に配当金の支出などにより、前期末と比べ1億16百万円減少し、158億16百万円となりま
した。

固定資産の減価償却費の算定方法
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５．四半期財務諸表
　(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

資産の部
流動資産
現金及び預金 4,997 5,596
受取手形・完成工事未収入金 4,616 7,075
有価証券 349 299
未成工事支出金 5,028 2,942
材料貯蔵品 217 186
その他 521 476
貸倒引当金 △67 △84
流動資産合計 15,664 16,492

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,460 3,496
土地 5,159 5,159
その他（純額） 622 640
有形固定資産合計 9,242 9,296

無形固定資産 102 99
投資その他の資産

投資有価証券 2,317 2,136
その他 1,531 1,409
貸倒引当金 △249 △137
投資その他の資産合計 3,599 3,407

固定資産合計 12,944 12,803
資産合計 28,609 29,296

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 6,183 7,308
未払法人税等 18 335
未成工事受入金 3,271 2,120
その他 653 973
流動負債合計 10,127 10,738

固定負債

退職給付引当金 2,634 2,595
役員退職慰労引当金 27 25
その他 3 3
固定負債合計 2,665 2,623

負債合計 12,792 13,362

純資産の部

株主資本

資本金 3,328 3,328
資本剰余金 2,803 2,803
利益剰余金 10,115 10,245
自己株式 △555 △533
株主資本合計 15,692 15,844

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 124 88
評価・換算差額等合計 124 88

純資産合計 15,816 15,933
負債純資産合計 28,609 29,296

当第1四半期会計期間末
(平成20年6月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年3月31日)

3



北陸電気工事㈱　(１９３０)　平成21年3月期　第1四半期決算短信　(非連結)

　(2) 四半期損益計算書
　　(第1四半期累計期間)

(単位：百万円)

売上高 4,806
売上原価 4,147
売上総利益 659
販売費及び一般管理費 765
営業損失（△） △106
営業外収益

受取配当金 33
保険配当金 21
その他 44
営業外収益合計 99

営業外費用 0
経常損失（△） △6
特別利益

前期損益修正益 17
その他 0
特別利益合計 17

特別損失

投資有価証券評価損 30
その他 2
特別損失合計 32

税引前四半期純損失（△） △21
法人税、住民税及び事業税 9
法人税等調整額 △8
法人税等合計 1
四半期純損失（△） △22

　(3) 継続企業の前提に関する注記

　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1四半期累計期間
(自　平成20年4月 1日

　至　平成20年6月30日)

当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規
則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

当社は平成20年5月8日開催の取締役会で決議した会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用され
る同法第156条の規定に基づく自己株式の取得により、自己株式は当第1四半期会計期間において20百万円
増加したことなどから、当第1四半期会計期間末において555百万円となっております。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

(要約)四半期損益計算書

(単位：百万円)

Ⅰ売上高

Ⅱ売上原価

売上総利益

Ⅲ販売費及び一般管理費

営業損失（△）

Ⅳ営業外収益

Ⅴ営業外費用

経常利益

Ⅵ特別利益

Ⅶ特別損失

税金費用

四半期純利益 0

前年同四半期

平成20年3月期

第1四半期

17

26

5

14

△ 27

803

6,979

科　　目

税引前四半期純利益

6,175

金　額

831

18

55

1
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６．受注高・売上高・次期繰越高

(1)受注高

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

4,081 56.4 7,053 67.1 2,971 72.8
2,157 29.9 2,411 22.9 253 11.8

988 13.7 1,048 10.0 59 6.0
7,227 100.0 10,512 100.0 3,284 45.4

(2)売上高

金額 構成比
(百万円) (％)

2,153 44.9
1,973 41.0

525 10.9
4,652 96.8

154 3.2
4,806 100.0

(3)次期繰越高

金額 構成比
(百万円) (％)

13,475 71.4
2,005 10.6
3,397 18.0

18,877 100.0

(4)得意先別受注高・完成工事高
当第1四半期累計期間(自 平成20年4月 1日　至 平成20年6月30日)

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

3,452 32.8 2,088 44.9
7,059 67.2 2,563 55.1

10,512 100.0 4,652 100.0

北 陸 電 力 ㈱
一 般 得 意 先

計

配 電 線 工 事

計

屋内線・空調管工事
配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

そ の 他 工 事
計

屋内線・空調管工事

増減
前第1四半期累計期間
(自 平成19年4月 1日

当第1四半期累計期間

当第1四半期累計期間

屋内線・空調管工事

兼 業 事 業
合 計

計

　至 平成20年6月30日)

受注高 完成工事高

(自 平成20年4月 1日

(平成20年6月30日)

(自 平成20年4月 1日

　至 平成19年6月30日) 　至 平成20年6月30日)

当第1四半期会計期間末
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