
 

 

 

   

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
    

   

 

 
  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

(％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 ： 有 
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1. 平成21年3月期第２四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日）

 (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 8,418 － 163 － 146 － 41 －

20年３月期第２四半期 10,083 28.1 213 － 133 － 182 －

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 3.51 －

20年３月期第２四半期 15.21 －

 (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 14,415 2,618 18.2 218.58

   20年３月期 15,430 2,587 16.8 215.99

(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 2,618百万円 20年３月期 2,587百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第２四半期末 期末 年間

円銭 円銭 円銭

20年３月期 0.00 0.00 0.00

21年３月期 0.00 － －

21年３月期(予想) － 3.00 3.00

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）

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 21,000 △5.2 400 △6.2 340 1.4 220 △36.9 18.36
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[(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。] 

   
(3) 発行済株式数（普通株式） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 

 
  

 
  
  

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、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。]

(2) 四半期財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更の有無（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）
① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

② ①以外の変更 ： 有

21年３月期第２四半期 12,000,000株 20年３月期 12,000,000株

21年３月期第２四半期 21,076株 20年３月期 20,076株

21年３月期第２四半期 11,979,324株 20年３月期第２四半期 11,980,600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．上記の業績予想および配当予想は、平成20年7月29日に公表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31日付の「業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報および合理的であると判断するデータに基づいて作成 
 しており、実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があります。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰、サブプライムローン問題
に端を発した金融市場の不安定化等により、景気は弱含みで推移しました。  
 建設業界におきましては、公共投資の減少や設備投資の減速等、依然として厳しい状況が続きまし
た。  
 このような状況のなかで、当社は利益重視の経営方針を全店に定着させ、黒字継続による安定経営の定
着化を図るべく事業活動を推進してまいりました。 
その結果、受注高につきましては、94億12百万円（前年同期比9.7％減）となりました。  

 完成工事高につきましては、84億18百万円（前年同期比16.5％減）となりました。  
 次期繰越高は167億97百万円（前年同期比5.0％減）となりました。  
損益面につきましては、完成工事高の減少による利益減はあったものの、選別受注による利益の改善

や、工事原価管理および工事品質管理の徹底による直接工事原価削減の効果などにより、第２四半期累計
期間の経常利益は１億46百万円（前年同期比9.9％増）となり、特別損失として特定債権償却損失を計上
したことにより純利益は41百万円（前年同期比77.0％減）となりました。なお、文中の前年同期比増減率
は参考として記載しております。  
  

当第２四半期末における総資産は、前期末に比べ10億15百万円減少し144億15百万円となりました。主
な減少理由は、受取手形と完成工事未収入金の減少によるものであります。 
負債合計は、前期末に比べ10億46百万円減少し117億96百万円となりました。主な減少理由は、支払手

形と工事未払金の減少によるものであります。 
純資産は、四半期純利益の計上により前期末に比べ30百万円増加し、26億18百万円となりました。 
  

今後の経済見通しにつきましては、世界経済の減速感が鮮明になる中で、わが国の景気も後退局面入り
の様相が強まっております。  
 建設業界におきましては、受注競争の激化、公共投資縮小など、依然として厳しい状況が続くものと予
想されますが、当社は、今後も親会社である株式会社関電工との事業協力体制の中でメリット創出を目指
し、また黒字継続による安定経営の定着化に向けて、全社一丸となって取り組んでまいります。  
通期業績予想につきましては、直接工事原価抑制による利益改善が見込まれるため、利益面の予想数値

を修正いたしました。受注高210億円、完成工事高210億円、営業利益4億円、経常利益3億40百万円、当期
純利益2億20百万円となる見込であります。また期末配当につきましては、１株当たり３円の予想に修正
いたしました。 
 詳細は、平成20年10月31日付「業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ
さい。 
（参考）平成21年3月期通期業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

（単位：百万円、％） 

 
なお、これら通期業績予想は、現時点で入手可能な情報および合理的であると判断するデータに基づい

て作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があります。 
  

・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

3. 業績予想に関する定性的情報

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 21,000 240 160 120

今回修正予想（Ｂ） 21,000 400 340 220

増 減 額（Ｂ－Ａ） - 160 180 100

増減率（％） - 66.7 112.5 83.3

（ご参考）前期実績  
（平成20年3月期）

22,150 426 335 348
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税金費用及び引当金の計上基準、その他一部の会計処理において簡便的な方法を採用しております。
  

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。 

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))および「リース取引に関する会計基準の適用指針」
(企業基準適用指針第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日以降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、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。 
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。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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

(3) リース取引に関する会計基準の適用
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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) 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,065 1,778 

受取手形 999 1,137 

完成工事未収入金 3,753 4,095 

未成工事支出金 4,077 3,561 

その他 793 963 

貸倒引当金 △78 △27 

流動資産合計 10,611 11,509 

固定資産 

有形固定資産 3,256 3,288 

無形固定資産 51 50 

投資その他の資産 938 880 

貸倒引当金 △442 △298 

固定資産合計 3,803 3,921 

資産合計 14,415 15,430 

負債の部 

流動負債 

支払手形 2,483 2,749 

工事未払金 3,247 4,075 

短期借入金 1,040 620 

未成工事受入金 1,906 1,795 

その他 1,223 1,560 

流動負債合計 9,900 10,801 

固定負債 

長期借入金 1,022 1,162 

退職給付引当金 835 844 

その他 34 34 

固定負債合計 1,896 2,041 

負債合計 11,796 12,843 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,581 1,581 

資本剰余金 395 395 

利益剰余金 586 544 

自己株式 △5 △5 

株主資本合計 2,558 2,516 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 60 71 

評価・換算差額等合計 60 71 

純資産合計 2,618 2,587 

負債純資産合計 14,415 15,430 
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(2) 【四半期損益計算書】

 【第２四半期累計期間】 

(単位：百万円) 

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

完成工事高 8,418 

完成工事原価 7,571 

完成工事総利益 846 

販売費及び一般管理費 682 

営業利益 163 

営業外収益 22 

営業外費用 39 

経常利益 146 

特別損失 90 

税引前四半期純利益 55 

法人税、住民税及び事業税 13 

四半期純利益 41 
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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。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

  

 
  

  

(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

「参考」

（要約）前中間損益計算書 (単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

完成工事高 10,083

完成工事原価 9,265

完成工事総利益 817

販売費及び一般管理費 604

営業利益 213

営業外収益 12

営業外費用 92

経常利益 133

特別利益 63

税引前四半期純利益 196

法人税、住民税及び事業税 14

四半期純利益 182
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