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保安工業㈱(1957)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、米国におけるサブプライムローン問題が未だに収束していないこ
とに加え、原油価格の更なる高騰に伴う諸物価の相次ぐ値上げの動き等により、企業収益や個人消費に陰
りが見え始め、ここ数年来の上昇基調が一転し景気の減速が懸念されます。
建設業界におきましては、民間需要については今のところ大きな落ち込みは見られないものの、公共投

資については相変わらず抑制傾向にあり、受注単価の下落、地元業者への優先発注等により受注競争は激
化し、総じて経営的に厳しい環境にあります。 
このような状況下にありまして、当社は中期経営計画の最終年を迎えこれまでに引き続き各種改革の推

進および受注の確保、利益率の改善、経費節減等に努め、全社を挙げた積極的な営業活動を展開しており
ます。
また、建設業界が厳しい環境に置かれている傾向に対応すべく、来年４月１日を目途に千歳電気工業㈱

と当社が合併する予定であり、より一層の経営の合理化・効率化および収益力の強化を図ってまいります。

当第１四半期の連結業績につきましては、工事の連結受注高は前年同期に比べて16.9％減の32億３百万
円となり、完成工事高に兼業売上高等を加えた連結売上高は8.8％増の14億６千８百万円となりました。ま
た、連結損益につきましては、経常損失が３億４百万円、四半期純損失は１億８千６百万円となりました。
（一般的に、当社の売上高は下半期以降に大半が計上されるという季節的要因があるため、上半期におい
ては経過期間で按分される販売費及び一般管理費の支出額を上回る工事利益を確保することが困難となる
傾向にあります）

部門別の連結受注高、連結売上高の状況は次の通りであります。

〔鉄道部門〕
鉄道部門の信号工事におきましては、前年度に引き続きＪＲ、公民鉄等の信号設備の取替や改修工事に

取り組み、当第１四半期も堅調に推移いたしました。
鉄道部門の鉄道信号工事は、大型工事の発注が一段落したことにより連結受注高が前年同期に比べて

9.6％減の18億１千万円、連結売上高が2.9％増の5億８千３百万円となりました。

〔道路部門〕
道路部門の道路施設工事、電気通信関連工事におきましては、依然として厳しい受注環境にあります

が、業務の効率化や交通信号機事業の拡大等に努め、受注確保のための営業活動を積極的に展開している
ところであります。
道路部門のうち道路施設工事につきましては、公共投資の縮減と受注金額の低価格化の影響を受け連結

受注高が前年同期に比べて36.1％減の６億８千３百万円、連結売上高が36.5％増の２億８百万円となりま
した。
電気通信工事につきましては、積極的な営業活動を展開しましたが連結受注高は前年同期に比べて9.5

％減の７億１千万円、連結売上高が14.6％増の１億６千４百万円となりました。

また、不動産事業を含めた兼業事業売上高は、５億１千１百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

第１四半期末における総資産につきましては、現金及び預金で４億１千５百万円の減少、受取手形・完
成工事未収入金等で54億６千１百万円の減少や、未成工事支出金で20億７千３百万円の増加等があり、前
連結会計年度末に比べ30億７千６百万円減少し、190億５千９百万円となりました。
また、負債につきましては支払手形・工事未払金等で23億４千７百万円の減少や未払法人税等で６億３

千万円の減少等があり、前連結会計年度末に比べ29億６千１百万円減少し、109億３千６百万円となりま
した。 
純資産につきましては、利益剰余金で２億８千４百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ１億

１千４百万円減少し、81億２千２百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月16日に発表いたしました業績予想から変更は
ありません。
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保安工業㈱(1957)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、
簿価切下げを行う方法によっております。

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

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。

(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)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。

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下によ
る簿価切下げの方法）に変更しております。
なお、これに伴う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19年３月30日改正）
および「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
るよう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平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。
これに伴う損益に与える影響は軽微であります。
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保安工業㈱(1957)平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

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 1,844,998 2,260,265

受取手形・完成工事未収入金等 2,205,519 7,666,611

未成工事支出金 5,010,682 2,936,800

材料貯蔵品 261,854 225,381

商品 27,453 15,254

製品 6,938 9,480

仕掛品 34,376 17,293

繰延税金資産 492,952 334,363

その他 171,401 105,082

貸倒引当金 △9,450 △33,091

流動資産合計 10,046,725 13,537,441

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,518,456 1,513,344

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 92,337 91,433

土地 4,185,355 3,893,355

建設仮勘定 － 15,000

その他（純額） 35,202 －

有形固定資産合計 5,831,352 5,513,133

無形固定資産 82,444 92,092

投資その他の資産

投資有価証券 2,432,234 2,159,974

長期貸付金 453,343 455,016

繰延税金資産 536,547 698,423

その他 144,933 307,710

貸倒引当金 △468,564 △628,514

投資その他の資産合計 3,098,494 2,992,609

固定資産合計 9,012,291 8,597,834

資産合計 19,059,016 22,135,276
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保安工業㈱(1957)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（単位：千円）

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)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 3,247,903 5,595,694

短期借入金 1,552,504 1,150,004

未払法人税等 3,439 633,488

未成工事受入金 2,025,009 1,836,463

賞与引当金 352,460 645,230

役員賞与引当金 3,000 30,000

その他 367,901 599,838

流動負債合計 7,552,218 10,490,720

固定負債

長期借入金 905,963 932,964

退職給付引当金 2,302,539 2,310,769

役員退職慰労引当金 102,547 124,960

負ののれん 9,670 10,549

その他 63,250 27,616

固定負債合計 3,383,970 3,406,858

負債合計 10,936,188 13,897,579

純資産の部

株主資本

資本金 550,000 550,000

資本剰余金 104,161 104,161

利益剰余金 6,855,216 7,140,134

自己株式 △7,684 △7,684

株主資本合計 7,501,693 7,786,611

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 621,134 451,085

評価・換算差額等合計 621,134 451,085

純資産合計 8,122,828 8,237,696

負債純資産合計 19,059,016 22,135,276
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保安工業㈱(1957)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

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 1,468,216

売上原価 1,258,782

売上総利益 209,433

販売費及び一般管理費 522,290

営業損失（△） △312,857

営業外収益

受取利息 459

受取配当金 23,231

負ののれん償却額 879

その他 5,296

営業外収益合計 29,866

営業外費用

支払利息 10,905

持分法による投資損失 9,484

その他 962

営業外費用合計 21,352

経常損失（△） △304,343

特別利益

貸倒引当金戻入額 31,752

特別利益合計 31,752

特別損失

合併関連費用 20,000

投資有価証券評価損 3,216

固定資産除却損 8

特別損失合計 23,224

税金等調整前四半期純損失（△） △295,816

法人税、住民税及び事業税 3,750

法人税等調整額 △113,425

法人税等合計 △109,675

四半期純損失（△） △186,141
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保安工業㈱(1957)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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

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

該当事項はありません。
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保安工業㈱(1957)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表

（要約）四半期連結損益計算書

（単位：千円）

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

Ⅰ 売上高 1,349,573

Ⅱ 売上原価 1,147,905

　 売上総利益 201,668

Ⅲ 販売費及び一般管理費 509,095

　 営業損失（△） △307,427

Ⅳ 営業外収益

　 受取利息 448

　 受取配当金 21,163

　 負ののれん償却額 879

　 持分法による投資利益 7,351

　 その他 4,641

　 営業外収益合計 34,483

Ⅴ 営業外費用

　 支払利息 14,525

　 その他 5,381

　 営業外費用合計 19,907

　 経常損失（△） △292,851

Ⅵ 特別利益 64,378

Ⅶ 特別損失 －

     税金等調整前四半期純損失（△） △228,472

     法人税、住民税及び事業税 4,454

     法人税等調整額 △98,109

    四半期純損失（△） △134,818
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保安工業㈱(1957)平成21年３月期 第１四半期決算短信

生産・受注及び販売の状況

【 単位 ： 千円 】

前連結会計期間 当連結会計期間

（自 平成19年４月１日
　 至 平成19年６月30日）

（自 平成20年４月１日
　 至 平成20年６月30日）

金額（千円） 構成比 [％] 金額（千円） 構成比 [％]

受
注
高

鉄道信号

官公庁 911 0.0

51.9

911 0.1

56.5民 間 2,001,481 100.0 1,809,266 99.9

計 2,002,392 100.0 1,810,177 100.0

道路施設

官公庁 130,822 12.2

27.7

154,637 22.6

21.3民 間 937,703 87.8 528,445 77.4

計 1,068,526 100.0 683,082 100.0

電気通信

官公庁 438,491 55.9

20.3

521,480 73.4

22.2民 間 346,061 44.1 188,861 26.6

計 784,552 100.0 710,342 100.0

工 事 計

官公庁 570,225 14.8

100.0

677,028 21.1

100.0民 間 3,285,246 85.2 2,526,573 78.9

計 3,855,471 100.0 3,203,602 100.0

兼 業 売 上 - -

不 動 産 事 業 - -

合 計 3,855,471 100.0 3,203,602 100.0

売
上
高

鉄道信号

官公庁 0 0.0

 42.0

0 0.0

39.7民 間 566,749 100.0 583,370 100.0

計 566,749 100.0 583,370 100.0

道路施設

官公庁 63,051 41.3

11.3

110,291 52.9

14.2民  間 89,697 58.7 98,239 47.1

計 152,748 100.0 208,530 100.0

電気通信

官公庁 26,845 18.7

10.6

62,326 37.8

11.2民 間 116,819 81.3 102,361 62.2

計 143,664 100.0 164,688 100.0

工 事 計

官公庁 89,896 10.4

64.0

172,617 18.0

65.2民 間 773,265 89.6 783,971 82.0

計 863,162 100.0 956,589 100.0

兼 業 売 上 470,943 34.9 499,116 34.0

不 動 産 事 業 15,622 1.2 12,511 0.9

合 計 1,349,728 100.0 1,468,216 100.0

次
期
繰
越
高

鉄道信号工事 9,351,737 71.8 7,689,911 70.2

道路施設工事 1,899,395 14.6 996,626 9.1

電気通信工事 1,771,872 13.6 2,272,751 20.7

合 計 13,023,004 100.0 10,959,289 100.0
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