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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 8,496 ― △556 ― △555 ― △390 ―
20年3月期第2四半期 10,278 △1.9 △346 ― △350 ― △302 ―

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2四半期 △19.80 ―
20年3月期第2四半期 △15.33 ―

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2四半期 16,067 4,775 27.1 220.98
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2四半期  4,359百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 31,000 0.7 640 △13.8 650 △7.6 240 18.6 12.17

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2四半期  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2四半期  71,566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2四半期  19,729,928株 20年3月期第2四半期  19,738,359株
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、アメリカのサブプライムローン問題に起因する金融市場
の混乱や輸出の減少により企業収益が悪化するなど、景気は後退局面に入ったものと見られます。電気工
事業界においても、生産の減少に伴い民間設備投資の慎重姿勢が強まるなど、当社グループを取り巻く経
営環境は厳しさを増しております。 
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、営業体制の整

備・強化により受注拡大を図るとともに、組織の再編により事業の幅の拡大に取り組んでまいりました
が、当第２四半期累計期間の受注高は117億円（前年同期比9.2％減）、完成工事高は大型物件の減少もあ
り84億円（前年同期比17.3％減）と、計画どおり進捗したものの、前年同期を下回る結果となりました。
また、利益面につきましては、コストダウンの推進により工事採算は改善したものの、大型物件におい

て仕様変更追加工事による大幅なコスト増加に対する代金回収懸念が発生したことに伴う工事損失引当金
の計上、ならびに、物量の減少と固定費の増加により、経常損失5億55百万円（前年同期は3億50百万
円）、四半期純損失3億90百万円（前年同期は3億2百万円）となりました。 
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、主力の上下水道設備が公共投資の抑制政策下にあることに加え、契約金額の低

価格化と設備の延命化策などにより、引き続き厳しい環境下にありました。この様な状況を受け、当第２
四半期累計期間の受注高は24億円（前年同期比31.6％減）、完成工事高は12億円（前年同期比2.7％減）
となりました。 
エネルギー分野では、設備の老朽化対策や地球温暖化対策による新設・更新など設備投資は拡大基調に

あり、ガスタービン発電設備や火力発電所の定期点検および原子力発電分野への営業を積極的に展開した
結果、当第２四半期累計期間の受注高は、13億円（前年同期比30.5％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5億円（前年同期比42.2％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するなど、民間設備投資が減少傾向に転じる

中、直接受注の拡大策など積極的な営業を展開したものの、当第２四半期累計期間の受注高は53億円（前
年同期比17.4％減）となり、完成工事高においても、大型製紙プラントの完成はありましたが、海外子会
社の物量の減少等により、46億円（前年同期比16.8％減）と減少いたしました。 
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

ましたが、工場の増改築を中心として積極的な営業を展開した結果、海外子会社の受注増加もあり、当第
２四半期累計期間の受注高は24億円（前年同期比37.9％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18億円（前年同期比20.2％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2億円（前年同期比30.5％増）、完成工
事高は2億円（前年同期比30.5％増）と好調に推移しました。 
なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

当第２四半期末の総資産は160億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億12百万円増加いたしまし
た。流動資産は151億72百万円となり、4億35百万円増加いたしました。主な要因は、年度末に工事の完成
が集中することによる未成工事支出金の増加（42億24百万円）、受取手形・完成工事未収入金等の減少
（44億43百万円）であります。固定資産は、主に減価償却費の計上により23百万円減少し、8億95百万円
となりました。 
負債合計は112億91百万円となり、8億81百万円増加いたしました。主な要因は、未成工事受入金の増加

（19億61百万円）および支払手形・工事未払金等の減少（11億43百万円）であります。 
純資産は、四半期純損失3億90百万円の計上を主因として4億68百万円減少し47億75百万円となり、自己

資本比率は27.1％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２四半期累計期間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、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3億52百万円増加し、期末残高は16億85百万円となりました。 
営業活動による資金の増加は1億77百万円となりました。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62百万円となりました。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1億25百万円となりました。これは、短期借入金の増加と配当金の支払に

よるものであります。 
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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今後の見通しにつきましては、輸出が引き続き弱含んでいることに加えて、金融不安の高まりや為替・
株式市場の変動といった景気の更なる下振れリスクもあり、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、企業の景況感悪化を背景として、設備投資を手控える動きが
広がると見込まれるなど、まさに正念場と言える状況を迎えるものと思われます。 
このような状況の中、当社グループといたしましては、収益力および企業体質を強化し株主価値の 大

化を図るため、直接受注比率の向上、海外事業の更なる拡大、新たな事業分野への投資と挑戦といった、
事業構造改革の一層の推進に取り組んでまいります。さらに、企業体質の一層の強化に向けた、人事制度
の改定と人材の育成、ＩＴの活用による業務効率の向上、安全衛生活動の推進、ならびに、品質およびコ
スト対応力向上のためのプロジェクト管理の推進等を重点課題として実行してまいります。また、内部統
制システムの浸透により、コーポレートガバナンス体制の強化と財務報告の信頼性確保を図ってまいりま
す。 
当第２四半期累計期間においては、「１．連結経営成績に関する定性的情報」に記載のとおり、物量面

はほぼ計画どおり進捗したものの、大型物件におけるコストの増加等により利益面では計画を下回りまし
た。第３四半期以降も、市場環境の改善は期待できず厳しい状況が続くと予測しており、当初通期計画を
達成できる可能性は低いものと思われます。 
これらをふまえ、平成21年3月期の通期業績予想値は、受注高340億円（前期比11.4％増）、完成工事高

310億円（前期比0.7％増）、営業利益6億40百万円（前期比13.8％減）、経常利益6億50百万円（前期比
7.6％減）、当期純利益2億40百万円（前期比18.6％増）と、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を修正いたします。 

  
  

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。 

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。 

3. 連結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連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 1,336 1,499 

受取手形・完成工事未収入金等 5,431 9,875 

未成工事支出金 7,259 3,035 

その他のたな卸資産 73 56 

その他 1,080 277 

貸倒引当金 △9 △8 

流動資産合計 15,172 14,736 

固定資産 

有形固定資産 217 213 

無形固定資産 216 230 

投資その他の資産 461 475 

貸倒引当金 △0 △0 

固定資産合計 895 918 

資産合計 16,067 15,655 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 7,542 8,685 

短期借入金 207 7 

未払法人税等 72 210 

未成工事受入金 2,892 930 

完成工事補償引当金 30 30 

工事損失引当金 161 － 

その他 204 393 

流動負債合計 11,110 10,257 

固定負債 

退職給付引当金 42 16 

役員退職慰労引当金 132 130 

負ののれん 3 3 

その他 2 2 

固定負債合計 181 153 

負債合計 11,291 10,410 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 698 1,148 

自己株式 △14 △13 

株主資本合計 4,456 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 △96 △83 

評価・換算差額等合計 △96 △82 

少数株主持分 416 420 

純資産合計 4,775 5,244 

負債純資産合計 16,067 15,655 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 8,496 

売上原価 7,703 

売上総利益 792 

販売費及び一般管理費 1,349 

営業損失（△） △556 

営業外収益 

受取利息 6 

受取配当金 3 

負ののれん償却額 0 

その他 7 

営業外収益合計 17 

営業外費用 

支払利息 5 

コミットメントフィー 3 

その他 7 

営業外費用合計 16 

経常損失（△） △555 

税金等調整前四半期純損失（△） △555 

法人税等 △194 

少数株主利益 29 

四半期純損失（△） △390 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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（△） △555 

減価償却費 38 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 161 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 

受取利息及び受取配当金 △9 

支払利息 5 

売上債権の増減額（△は増加） 4,432 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △4,224 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,135 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,961 

その他 △325 

小計 376 

利息及び配当金の受取額 9 

利息の支払額 △5 

法人税等の支払額 △203 

営業活動によるキャッシュ・フロー 177 

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 △105 

定期預金の払戻による収入 201 

有形固定資産の取得による支出 △20 

無形固定資産の取得による支出 △11 

その他 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー 62 

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） 200 

配当金の支払額 △58 

少数株主への配当金の支払額 △15 

その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 125 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 352 

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 1,685 
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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。 
  

 
(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 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(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 

  

 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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

7,232 1,263 8,496 ― 8,496

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4 0 4 △4 ―

計 7,237 1,263 8,500 △4 8,496

  営業利益又は営業損失(△) △658 101 △556 ― △556

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,433 15 1,449

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 8,496

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.9 0.2 17.1

(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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)
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（要約）前四半期連結損益計算書 

  

 

  

  

  

「参考」

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 10,278

Ⅱ 売上原価 9,385

   売上総利益 892

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,238

   営業損失(△) △346

Ⅳ 営業外収益 24

Ⅴ 営業外費用 28

   経常損失(△) △350

Ⅵ 特別利益 6

Ⅶ 特別損失 90

   税金等調整前四半期純損失(△) △433

   法人税等 △223

   少数株主利益 92

   四半期純損失(△) △302
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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２四半期
連結累計期間

当第２四半期 
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 3,517 27.1 2,406 20.4 △ 1,110

エネルギー 1,024 7.9 1,337 11.3 312

産業 6,459 49.8 5,335 45.3 △ 1,124

建築・建築付帯 1,790 13.8 2,468 20.9 678

小計 12,791 98.6 11,547 97.9 △ 1,243

その他の事業 185 1.4 241 2.1 56

計 12,977 100.0 11,789 100.0 △ 1,187

完成工事高

建設事業

水処理・環境 1,273 12.4 1,239 14.6 △ 34

エネルギー 957 9.3 553 6.5 △ 404

産業 5,557 54.1 4,623 54.4 △ 934

建築・建築付帯 2,304 22.4 1,838 21.7 △ 466

小計 10,093 98.2 8,254 97.2 △ 1,838

その他の事業 185 1.8 241 2.8 56

計 10,278 100.0 8,496 100.0 △ 1,782

期末受注残高 21,076 21,416 339
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