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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 52,700 ― △757 ― 1,800 ― △3,770 ―

20年3月期第2四半期 50,425 △1.4 △532 ― 2,328 339.8 1,390 ―

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 △64.15 ―

20年3月期第2四半期 23.74 23.67

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 227,780 182,295 79.5 3,082.25
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2四半期  181,178百万円 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 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 132,000 0.2 1,400 △37.3 5,100 △23.7 △600 ― △10.21

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 
・上記に記載した業績予想数値は、平成20年7月31日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、2ページ【定性的情報・財務諸表等】3．連結業績予
想に関する定性的情報及び、平成20年10月29日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
 なお、上記の予想は、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、実際の業績は上記予想数値と異なる場合があります。 
・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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  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2四半期  6,356,801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2四半期  58,783,075株 20年3月期第2四半期  58,576,253株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とした世界的

な金融不安の影響や原材料価格の高止まりなどにより、景気の後退感が強まってきました。 

こうした中で、当社グループを取り巻く経営環境は、依然として公共投資が低調で、また景気の後退感

が強まり民間設備投資への慎重さが増すなどの影響により、受注競争が一段と熾烈化し厳しい状況で推移

しました。 

このような状況のもとで、提案営業の推進など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努めた結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高527億０

百万円（前年同期比4.5％増）、営業損失７億５千７百万円（前年同期は営業損失５億３千２百万円）、

経常利益18億０百万円（前年同期比22.7％減）となりました。 

また、現下の金融情勢を反映し、当社が保有する有価証券のうち時価が著しく下落した投資有価証券の

評価損などを特別損失として計上した結果、四半期純損失37億７千０百万円（前年同期は四半期純利益13

億９千０百万円）を計上することとなりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  
  

  

総資産は2,277億８千０百万円となり、前連結会計年度末に比べ128億４百万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58億８千７百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少122億４千１

百万円、投資有価証券の減少28億５千６百万円であります。 

負債は454億８千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ93億９千０百万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42億７千１百万円、支払手形・工事未払金等の減少97億９千２百万円で

あります。 

純資産は1,822億９千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億１千４百万円の減少となりまし

た。主なものは、利益剰余金の減少43億５千８百万円であります。 

  
  

  

今後の経済見通しにつきましては、米国に端を発した金融不安を背景に世界経済が減速し、外需に支え

られてきた国内景気は減速傾向が一層強まると予想されます。 

こうした影響を受け企業の業況判断が一段と慎重さを増し、民間設備投資が抑制される場合、建設業界

における受注競争の熾烈化は更に強まると予想されます。 

当社は、このような状況のもとで、リフォーム提案システムを活用するなど、地域密着のきめ細かい営

業活動を展開し、市場拡大が見込まれるリフォーム・リニューアル分野の需要獲得を積極的に図っており

ます。 

さらには、地球温暖化に端を発した環境問題が大きく取り上げられるなかで、総合設備エンジニアリン

グ企業として、省エネルギー・新エネルギー設備やリニューアル設備の提案営業を始めとする積極的な営

業活動を展開し受注の確保・拡大を図るとともに、採算性の向上に向けた原価低減の一層の徹底により利

益の確保に取り組む所存であります。 

【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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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しかしながら、当期純利益につきましては、当社の退職給付資産の充実を目的とした退職給付信託への

拠出に伴う特別利益の計上を予定しているものの、第２四半期連結累計期間において計上した特別損失の

影響により、通期においても連結当期純損失を計上する見込みとなりました。 

今後は資産のスリム化等も行い、可能な限り収支均衡を図る所存であります。 

通期の業績につきましては、次のとおり見込んでおります。 

なお、退職給付信託への拠出については、詳細が決定次第、適時開示いたします。 

  
（連結業績） 

売上高     1,320億円（前年同期比  0.2％増）  
営業利益      14億円（前年同期比 37.3％減） 
経常利益      51億円（前年同期比 23.7％減） 
当期純損失     ６億円（前年同期比   －  ） 

  
  
  

  

該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

「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」 

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。 

  

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)

(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
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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、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損失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、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損失に与える影響はありません。 

  

  

(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
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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 

現金預金 12,241 14,986 

受取手形・完成工事未収入金等 26,041 38,282 

有価証券 10,796 10,788 

未成工事支出金 17,470 11,583 

材料貯蔵品 307 233 

商品 1,565 1,345 

その他 7,618 7,155 

貸倒引当金 △301 △297 

流動資産合計 75,740 84,078 

固定資産 

有形固定資産 

建物・構築物（純額） 14,221 14,602 

土地 11,646 11,652 

その他（純額） 986 758 

有形固定資産合計 26,854 27,013 

無形固定資産 364 408 

投資その他の資産 

投資有価証券 103,243 106,100 

繰延税金資産 13,035 14,316 

その他 8,971 9,023 

貸倒引当金 △430 △354 

投資その他の資産合計 124,820 129,085 

固定資産合計 152,040 156,507 

資産合計 227,780 240,585 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 18,452 28,244 

短期借入金 1,220 2,320 

未払法人税等 145 896 

未成工事受入金 8,987 4,716 

完成工事補償引当金 22 20 

工事損失引当金 145 128 

役員賞与引当金 － 70 

その他 2,159 2,731 

流動負債合計 31,133 39,129 

固定負債 

退職給付引当金 13,518 14,628 

役員退職慰労引当金 416 950 

その他 416 168 

固定負債合計 14,351 15,746 

負債合計 45,484 54,875 
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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 3,481 3,481 

資本剰余金 140 140 

利益剰余金 194,392 198,751 

自己株式 △9,407 △9,402 

株主資本合計 188,607 192,970 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △7,429 △8,402 

評価・換算差額等合計 △7,429 △8,402 

少数株主持分 1,117 1,141 

純資産合計 182,295 185,709 

負債純資産合計 227,780 240,585 
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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 52,700 

売上原価 45,973 

売上総利益 6,726 

販売費及び一般管理費 7,484 

営業損失（△） △757 

営業外収益 

受取利息 2,374 

その他 407 

営業外収益合計 2,781 

営業外費用 

支払利息 7 

災害事故関係費 190 

工具器具等処分損 12 

支払手数料 7 

その他 5 

営業外費用合計 223 

経常利益 1,800 

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 8 

有価証券評価損 496 

投資有価証券評価損 4,541 

その他 12 

特別損失合計 5,058 

税金等調整前四半期純損失（△） △3,250 

法人税、住民税及び事業税 81 

法人税等調整額 457 

法人税等合計 539 

少数株主損失（△） △18 

四半期純損失（△） △3,770 
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

 中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間
   （自 平成19年４月１日 

      至 平成19年９月30日）

区分 金額 百分比(％)

売上高 50,425 100.0

売上原価 43,847 87.0

売上総利益 6,578 13.0

販売費及び一般管理費 7,111 14.1

営業損失（△） △ 532 △ 1.1

営業外収益 2,892 5.7

受取利息 2,497

その他 395

営業外費用 31 0.0

支払利息 7

災害事故関係費 3

工具器具等処分損 5

支払手数料 6

その他 9

経常利益 2,328 4.6

特別利益 154 0.3

固定資産処分益 154

特別損失 51 0.1

固定資産処分損 17

投資有価証券評価損 32

その他 1

税金等調整前中間純利益 2,431 4.8

法人税、住民税及び事業税 40 0.1

法人税等調整額 991 1.9

少数株主利益 8 0.0

中間純利益 1,390 2.8
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（参考）当社個別の経営成績等は、次のとおりであります。 

  

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 

 
  

(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） 

(％表示は対前期増減率) 

 
(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

 ・上記に記載した業績予想数値は、平成20年７月31日に公表しました内容から変更しております。詳細に
つきましては、平成20年10月29日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

 ・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）に基づいて作成しております。 

 ・個別業績の概要は、法定開示におけるレビュー対象とはなっておりません。 
 ・上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、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上記予想数値と異なる場合があ
ります。 

  

 

6．その他の情報

 (1) 経営成績(累計)

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 48,137 ─ △793 ─ 1,779 ─ △3,770 ─

20年３月期第２四半期 46,169 △2.1 △655 ─ 2,219 333.9 1,375 ─

１株当たり 
四半期純利益

円 銭

21年３月期第２四半期 △64 15

20年３月期第２四半期 23 48

 (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２四半期 220,690 178,519 80.9 3,037 01

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２四半期 178,519百万円 20年３月期 181,908百万円

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 122,000 0.7 1,200 △32.2 4,900 △21.5 △700 ─ △11 91

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 (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２四半期 平成21年３月期第２四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電線工事 10,863 17.3 12,344 22.2 1,481 13.6

発送変電工事 2,835 4.5 1,886 3.4 △948 △33.5

情報通信工事 3,919 6.2 1,756 3.1 △2,163 △55.2

一般内外線工事 36,277 57.6 31,093 55.8 △5,184 △14.3

空調管工事 9,112 14.4 8,615 15.5 △497 △5.5

合   計 63,009 100.0 55,696 100.0 △7,313 △11.6
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 (5) 部門別完成実績

 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成20年３月期第２四半期 平成21年３月期第２四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電線工事 10,730 23.3 11,716 24.3 986 9.2

発送変電工事 1,725 3.8 1,243 2.6 △481 △27.9

情報通信工事 1,635 3.5 1,705 3.6 70 4.3

一般内外線工事 25,040 54.2 26,040 54.1 999 4.0

空調管工事 7,037 15.2 7,431 15.4 393 5.6

合   計 46,169 100.0 48,137 100.0 1,968 4.3

 (6) 部門別次期繰越高
 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成20年３月期第２四半期 平成21年３月期第２四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電線工事 414 0.6 831 1.3 416 100.6

発送変電工事 3,472 5.0 3,570 5.6 97 2.8

情報通信工事 2,849 4.1 1,492 2.3 △1,357 △47.6

一般内外線工事 51,072 73.8 47,886 75.1 △3,186 △6.2

空調管工事 11,416 16.5 10,016 15.7 △1,399 △12.3

合   計 69,226 100.0 63,797 100.0 △5,428 △7.8

 (7) 得意先別完成実績

（単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成20年３月期第２四半期 平成21年３月期第２四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

中国電力㈱ 13,203 28.6 13,981 29.0 777 5.9

官公庁 3,561 7.7 1,518 3.2 △2,042 △57.4

一般民間 29,405 63.7 32,637 67.8 3,232 11.0

合    計 46,169 100.0 48,137 100.0 1,968 4.3
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