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1.  20年9月期の連結業績（平成19年10月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年9月期 4,946 6.4 85 △68.9 148 △53.1 27 ―
19年9月期 4,649 △2.5 273 42.0 317 21.1 △39 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年9月期 4.31 ― 1.7 5.3 1.7
19年9月期 △6.15 ― △2.3 10.2 5.9

（参考） 持分法投資損益 20年9月期  32百万円 19年9月期  63百万円

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

20年9月期 2,465 1,567 63.6 246.16
19年9月期 3,127 1,632 52.2 256.35

（参考） 自己資本  20年9月期  1,567百万円 19年9月期  1,632百万円

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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

20年9月期 △470 93 △50 272
19年9月期 521 △889 △95 700

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

19年9月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00 50 ― 3.0
20年9月期 ― 5.00 ― ― 5.00 31 116.1 2.0

21年9月期 
（予想）

― ― ― 4.00 4.00 ――― 25.7 ―――

3.  21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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2四半期連結累計期間 2,521 14.5 38 △67.8 57 △58.5 55 △39.3 8.74
通期 4,967 0.4 67 △20.4 105 △28.8 99 261.3 15.56



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年9月期 6,375,284株 19年9月期 6,375,284株
② 期末自己株式数 20年9月期 5,851株 19年9月期 5,739株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年9月期の個別業績（平成19年10月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年9月期 4,861 6.4 89 △67.4 121 △52.4 3 ―
19年9月期 4,569 △2.2 274 52.1 255 51.9 △90 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

20年9月期 0.52 ―
19年9月期 △14.17 ―

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

20年9月期 2,451 1,565 63.9 245.79
19年9月期 3,132 1,654 52.8 259.76

（参考） 自己資本 20年9月期  1,565百万円 19年9月期  1,654百万円

2.  21年9月期の個別業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載した予想数値等の将来に関する記述は、本資料発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の条件に基づいており、リ
スクや不確定要素等の要因が含まれております。実際の業績は、今後、様々な要因によりこれら業績予想とは異なる可能性があります。  

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 2,437 12.5 42 △65.9 46 △68.7 44 △55.5 7.06
通期 4,743 △2.4 69 △22.3 77 △36.2 71 ― 11.29



当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰による原材料等の値上げ、サブプライムロー

ン問題を発端とした、米国の金融危機がもたらした世界的な株式市場の混乱等多くの懸念材料があり、

世界的な景気減速感が大幅に強まってまいりました。  

 また、建設業界におきましては、公共建設投資が引き続き低調に推移する中、市場が低迷し採算性の

低い工事が増加した影響から民事再生法の申請、倒産、自己破産するケースが増え、ますます混迷を深

めてきました。  

 このような情勢の中で当社グループは、中核となる電力事業において新設大型工事が計画どおりに推

移している他に、高経年設備対応工事等の拡充、改良工事が拡大を見せたため、電力事業の工事は活況

が続きました。しかし新規受注案件につきましては原油価格高騰から電力各社の採算性が悪化し、当面

の間低調に推移するものと考えております。  

 内線事業においては、官需の伸び悩みをカバーすべく民間設備案件の受注に傾注しておりますが、資

材価格の高騰や改正建築基準法の施行に伴う民間設備投資の実行の遅れ等により依然として低価格によ

る受注競争が続いている厳しい環境にあります。  

 モバイル事業においては、業界の動きと連動して工事量が増え活発となり、新規基地局工事の受注は

順調に推移しておりますが、発注元の通信事業者間における価格競争の影響から、年々低下する採算面

で苦慮しております。  

 こうした状況の中で当社グループは受注の確保に全力を尽くし、当連結会計年度の受注高は32億４千

５百万円（前連結会計年度比11.0％減）、完成工事高は49億４千６百万円（前連結会計年度比6.4％

増）となりました。  

 また、利益につきましては、進行基準工事の順調な推移やモバイル事業の拡大・活発化により完成工

事高が２億９千６百万円増加したものの、主に材料費の高騰や競争に伴う利幅の減少などから完成工事

原価が４億８千万円増加した結果、営業利益で８千５百万円（前連結会計年度比68.9％減）となり、経

常利益は１億４千８百万円（前連結会計年度比53.1％減）となりましたが、特別損失区分における貸倒

引当金繰入額が２億５千４百万円減少した結果、当期純利益は２千７百万円（前連結会計年度は３千９

百万円の当期純損失）となりました。  

電力事業においては東北電力株式会社の発注工事を中心に受注の確保に全力を尽くしましたもの

の、受注高は18億２千１百万円（前連結会計年度比14.6％減）、完成工事高は30億６千万円（前連

結会計年度比9.4％減）となりました。 

内線事業においては継続する公共工事の削減に回復の兆しが見られず、その分採算面に留意しつ

つ民間工事の受注に努めましたもののその差は大きく、受注高は８億１千７百万円（前連結会計年

度比22.8％減）、完成工事高は９億９千８百万円（前連結会計年度比9.4％増）となりました。 

モバイル事業においては事業会社間の競争激化に伴い基地局の増設が活発を極めたことと、昨年

来行っていた調査・設計業務が工事受注に結びついたため、受注高は６億６百万円（前連結会計年

度比33.3％増）、完成工事高は８億１百万円（前連結会計年度比188.5％増）となりました。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

（電力事業部門）

（内線事業部門）

（モバイル事業部門）
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次期の受注高につきましては、電力事業部門は今期に比べやや低い水準での推移を予想しています

が、モバイル事業部門は新規基地局の増設を中心に拡大が予想されます。また、内線事業部門につきま

しても拡大基調を予想してはいるものの、官公庁工事の減少、採算性が厳しい民間工事から若干の不良

工事は避けられず、全体としては当連結会計年度を幾分か上回るものと予想しております。  

 完成工事高につきましては、電力事業部門の完工時期を迎え一服感があるものの、内線事業部門とモ

バイル事業部門の工事量取込から、当連結会計年度を僅かに下回るものと考えております。  

 この結果、次期の見通しといたしましては、受注高36億３百万円（当連結会計年度比11.0％増）、完

成工事高49億６千７百万円（当連結会計年度比0.4％増）、営業利益６千７百万円（当連結計年度比

20.4％減）、経常利益１億５百万円（当連結会計年度比28.8％減）及び当期純利益９千９百万円（当連

結会計年度比261.3％増）を予想しております。  

  

当連結会計年度末における財政状態は以下のとおりであります。 

当連結会計年度末における資産合計は24億６千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億６

千２百万円減少しております。これは、主に石巻営業所開設等により建物・構築物が６百万円、大

型架線工事開始等に伴う機械の整備等により機械・運搬具・工具器具備品が２千８百万円及び余資

運用の目的で保険積立金が３百万円増加した一方で、現金預金が４億２千７百万円及び投資有価証

券が９千７百万円減少したことによるものであります。 

当連結会計年度末において、負債総額は８億９千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億

９千７百万円減少しております。これは、主に大型幹線工事の比率が上昇し支払金が効率化したこ

とで工事未払金が３億４千８百万円減少し、また電力事業において期末手持工事高が12億７千７百

万円減少したことで未成工事受入金が２億４千９百万円減少したことによるものであります。 

当連結会計年度末において、純資産合計は15億６千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ６

千４百万円減少しております。これは、主に持分法適用の関連会社である株式会社システック・エ

ンジニアリングの持分法による投資利益が３千１百万円減少したことで当期純利益２千７百万円を

計上したことによるものであります。また、親会社による前期末配当及び当期中間配当を５千万円

支払ったことにより利益剰余金が２千３百万円減少しております。これにより、財務の健全性を示

す自己資本比率は、前連結会計年度末52.2％に対し当連結会計年度末は63.6％と増加しておりま

す。 

（次期の見通し）

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

(イ) 資産

(ロ) 負債

(ハ) 純資産
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当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により４億７千

万円減少し、投資活動により９千３百万円増加し、財務活動により５千万円減少いたしました。その

結果、当連結会計年度末の資金残高は２億７千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億２千７

百万円減少しております。  

 なお、当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に「売上債権」の増加、「仕入債務」の減少及び「未

成工事受入金」の減少の結果、前連結会計年度５億２千１百万円の資金の増加に対し、当連結会計

年度は４億７千万円の資金の減少となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に「貸付による支出」及び「投資有価証券の取得によ

る支出」がなくなっため、前連結会計年度８億８千９百万円の資金の減少に対し、当連結会計年度

９千３百万円の資金の増加となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、「親会社による配当金の支払額」が前連結会計年度に比

べ減少したため、前連結会計年度９千５百万円の資金の減少に対し、当連結会計年度は５千万円の

資金の減少となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(注) １ 各指標は、いずれも連結ベースで作成しております。 

自己資本比率            ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率      ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い 

２ 株式時価総額は、期末の終値×期末の自己株式を除く発行済株式総数により算定しております。 

３ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に記載されている数値を用いて算定

しております。 

４ 平成18年9月期、平成19年9月期及び平成20年9月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率は、有利子負債

の期末残高がないため記載しておりません。 

５ 平成20年9月期のインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスで

あるため記載しておりません。 

  

② 連結キャッシュ・フローの状況

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期

自己資本比率(％) 57.1 52.2 63.6

時価ベースの自己資本比率(％) 109.2 84.7 56.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) 
(注)４

－ － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 
(注)５

770.9 2,403.9 －
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当社は株主に対する利益還元を重要な経営課題としており、安定的な配当を実施することを株主還元

の基本方針としております。また、その一方で会社を取り巻く環境の変化に適宜対応をしていくことも

重要な課題となります。このバランスを取りつつ今後も適正なる配当が出来ますよう心掛けてまいりま

す。  

 この基本方針に基づき、平成20年９月期につきましては、今後の事業展開と経営体質の強化に備えて

内部留保を優先させていただきたく、誠に遺憾ではございますが期末配当を見送る予定です。なお、中

間配当を５円実施しておりますので、当期の年間配当額は１株当たり５円となる予定であります。  

 次期の配当につきましては、引き続き前述基本方針に基づき１株当たり年間配当額４円（中間配当な

し、期末配当４円）を計画しております。 

  

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、次のようなものが

あります。 

官公庁の公共投資抑制により、官公庁からの更なる発注の減少が継続した場合、当社グループの

業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループの 近の２連結会計年度において販売依存度が販売実績の10％を超える販売先は下

表のとおりであります。  

 これら販売先からの受注動向がグループ全体の経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

一般の民間電気設備については比較的潤沢に投資が続いていますが、デフレ傾向と競争激化に伴

って価格の低下と採算の悪化が継続しております。従って現在の投資水準が縮小した場合、この価

格競争は更に進むことが予想され当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす場合がありま

す。 

工事に伴う資材等の価格が高騰し、その価格が受注価格に反映されないケースが発生した場合

は、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす場合があります。 

  

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

① 受注

(イ) 官公庁の公共投資抑制

(ロ) 取引先への依存リスク

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日)

相手先 金額 (千円) 割合 (％) 相手先 金額 (千円) 割合 (％)

東北電力株式会社 2,826,703 60.8 東北電力株式会社 2,629,663 53.1

② 経済状況

(イ) 民間工事の価格競争

(ロ) 資材価格の変動
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当企業集団は当社、子会社２社及び関連会社１社により構成され、主に送電線工事、電気設備工事及び情

報通信工事を施工する電気工事業、建設機械工具維持管理業及びビル清掃・管理業等を営んでおります。  

 事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置づけは、次のとおりであります。 

  

 
  

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

  

２ 企業集団の状況

区分 内容 関係会社

電気 
工事業

電力事業

架空送電線建設工事・地中送電線建設工
事・変電所工事・土木工事等の測量設計・
送電線建設工事用機械工具の開発及び製造
販売

当社
株式会社ワイ・イー・ティ 
株式会社システック・エンジニ
アリング

内線事業
電気設備工事設計施工・計装設備工事設計
施工・情報通信設備工事設計施工・防災防
犯設備工事設計施工

当社

モバイル事業

情報通信工事（移動体無線中継基地の基
礎・組立・外構・アンテナ工事）・海外工
事（送電線建設工事）・海外向け送電線建
設工事用機械工具の販売・その他新規事業

当社

その他
の 
事業

建設機械工具 
維持管理業

送電線建設工事用機械工具の維持、管理及
び賃貸業、不動産事業

当社

不動産事業 転貸借による不動産管理 株式会社ワイ・イー・ティ

ビル清掃・管理業
ビル清掃・有人警備・機械警備・内装工事
設計施工・産業廃棄物処理業

富士装備株式会社
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当社グループの基本方針として、公益的な社会基盤への貢献と、より良い生活環境の実現に向けて事

業を進めてまいりましたが、このいずれにおいてもこれまで集積した技術に基づく信頼というものは欠

かせないと同時にますますその必要性が認識されております。従ってこれからも更なる磨きを掛け「良

識と実践」の行動憲章のもと、この信頼を一層の顧客の拡大に結びつけ同時に社会全体の信頼に寄与す

ることを引き続き経営の基本方針としてまいります。 

  

当社グループは、株主資本及び経営効率の更なる向上を目指すことが企業価値の向上に繋がることと

考えております。経営目標としては継続的に経常利益及び当期純利益を計上し、株主資本を増加させる

ことに注視して経営に取り組んでまいります。 

  

公益的な工事を維持しつつ一般民需の拡大を模索することに変わりありませんが、急激に変化する電

力設備の設備投資の内容に対して如何に客先の満足度に応えていくかが中期的に課題となっておりま

す。そして更には電力設備の維持・管理のための工事需要をどう捉え業績に結びつけるかが 大の戦略

になるものと考えております。  

 成長分野への参加ということで従来より進めてきましたモバイル関連については材料費の高騰など問

題を抱えておりますが、採算性を十分に見極めながら受注案件を選定する等の戦略を構築することが必

要と考えております。  

 一般電気設備についても現在の状況が未来永劫に続くものとは考えられず、それがいつ変化するかに

注視しつつ、その無限大である市場にどのように参加し拡大できるかを常に準備していくことが重要と

考えております。 

  

永年、当社グループの大きな柱としております電力設備については、前期と同様に好調に推移してお

りますが、当社グループのみならず業界全体として合理化縮小した工事体制を如何に立て直すかが当面

の大きな課題となっております。技術者育成と技術開発の推進による工事力の強化ならびに安全性の徹

底が求められております。これらを解決することが当社グループの将来を左右するものと捉え全力を挙

げて対処してまいります。  

 その一方で引き続き低迷しております一般電気設備については、もはや社会的な流れから官需の伸び

は期待できないものの、その少ない中からどう受注に結びつけるかが 大の課題と認識しております。

その上で採算性の薄い民間工事をどう取り入れていくか、もはや限界に達したコスト削減を含め当面は

更なる知恵を絞り努力を傾注することに尽きると考えております。  

 移動体通信設備については、ブロードバンドの全国整備で工事量は順調に推移しております。ただ、

採算面では利幅が少なく材料費の高騰とコスト削減のせめぎ合いになっております。発注条件や施工方

法を確認の上、合理化と体制強化に臨みつつも、発注元の絞り込みを含めた更なるコスト低減を目指し

全力で対処してまいります。 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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一部に明るい兆しが見え始めた矢先、米国の金融危機がもたらした世界的な株式市場の混乱等によ

り、景気の減速感が大幅に強まってまいりました。当社グループを取り巻く環境は依然として厳しいも

のがあり、我々のなすべき目標は限りがありません。このことを肝に銘じなお一層の努力を続けてまい

ります。 

  

当該事項につきましてはコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基

本的な考え方及びその整備状況」に記載した内容と重複しておりますので、記載を省略しております。

  

記載すべき事項はありません。 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

(6) その他、会社の経営上重要な事項
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４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 

(平成19年９月30日)

当連結会計年度 

(平成20年９月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金預金 700,799 272,865

   完成工事未収入金等 504,163 803,071

   未成工事支出金等 472,982 241,646

   繰延税金資産 56,983 31,387

   その他 69,264 63,048

   貸倒引当金 － △2,520

  流動資産合計 1,804,193 57.7 1,409,499 57.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

    建物・構築物 338,671 345,557

    機械・運搬具・工具器具備品 269,090 298,010

    土地 ※３ 338,288 338,288

    建設仮勘定 500 500

    減価償却累計額 △448,562 △476,786

   有形固定資産計 497,988 15.9 505,570 20.5

 ２ 無形固定資産 12,755 0.4 10,228 0.4

 ３ 投資その他の資産

    投資有価証券 ※１ 350,802 252,887

    長期貸付金 631,226 566,242

        保険積立金 225,341 228,484

    その他 80,075 62,007

    貸倒引当金 △475,000 △569,789

   投資その他の資産計 812,446 26.0 539,832 21.9

  固定資産合計 1,323,189 42.3 1,055,631 42.8

  資産合計 3,127,382 100.0 2,465,131 100.0
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前連結会計年度 

(平成19年９月30日)

当連結会計年度 

(平成20年９月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   工事未払金 759,215 410,612

   未払法人税等 12,454 13,885

   未成工事受入金 337,236 87,397

   賞与引当金 61,000 55,670

   役員賞与引当金 14,000 －

   工事損失引当金 2,840 17,233

   完成工事補償引当金 820 1,830

   その他 48,864 49,373

  流動負債合計 1,236,430 39.5 636,002 25.8

Ⅱ 固定負債

   再評価に係る繰延税金負債 ※３ 17,636 17,636

   退職給付引当金 240,467 243,582

  固定負債合計 258,103 8.3 261,218 10.6

  負債合計 1,494,534 47.8 897,220 36.4

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 989,669 31.6 989,669 40.1

 ２ 資本剰余金 821,016 26.3 821,016 33.3

 ３ 利益剰余金 △1,481 △0.0 △25,010 △1.0

 ４ 自己株式 △1,816 △0.1 △1,846 △0.1

   株主資本合計 1,807,387 57.8 1,783,828 72.4

Ⅱ 評価・換算差額等

  １ その他有価証券評価差額金 △10,371 △0.3 △51,749 △2.1

 ２ 土地再評価差額金 ※３ △164,168 △5.3 △164,168 △6.7

   評価・換算差額等合計 △174,539 △5.6 △215,918 △8.8

   純資産合計 1,632,848 52.2 1,567,910 63.6

   負債純資産合計 3,127,382 100.0 2,465,131 100.0
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 完成工事高 4,649,975 100.0 4,946,408 100.0

Ⅱ 完成工事原価 3,838,683 82.6 4,318,755 87.3

   完成工事総利益 811,291 17.4 627,652 12.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 537,545 11.5 542,440 11.0

   営業利益 273,745 5.9 85,212 1.7

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 2,248 20,469

   受取配当金 2,495 2,972

   有価証券売却益 － 15,106

   持分法による投資利益 63,910 32,203

   その他 1,991 70,646 1.5 1,930 72,683 1.5

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 216 1,224

      有価証券売却損 14,140 －

   投資事業組合損失 2,519 2,867

   投資事業組合評価損 － 1,468

   手形売却損 － 1,144

   その他 10,092 26,969 0.6 2,400 9,105 0.2

   経常利益 317,423 6.8 148,789 3.0

Ⅵ 特別損失

   貸倒引当金繰入額 334,262 80,000

   その他 ※２ 9,556 343,818 7.4 6,133 86,133 1.7

   税金等調整前当期純利益または 

   税金等調整前当期純損失(△)
△26,395 △0.6 62,656 1.3

   法人税、住民税及び事業税 9,001 9,634

   法人税等調整額 3,807 12,808 0.2 25,596 35,230 0.7

   当期純利益または 

   当期純損失(△)
△39,204 △0.8 27,426 0.6
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前連結会計年度 (自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

(3) 連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日残高(千円) 989,669 821,016 133,266 △1,816 1,942,135

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △95,543 △95,543

 当期純損失 △39,204 △39,204

 株主資本以外の項目の  
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

－ － △134,747 － △134,747

平成19年９月30日残高(千円) 989,669 821,016 △1,481 △1,816 1,807,387

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年９月30日残高(千円) － △164,168 △164,168 1,777,966

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △95,543

 当期純損失 △39,204

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△10,371 △10,371 △10,371

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△10,371 － △10,371 △145,118

平成19年９月30日残高(千円) △10,371 △164,168 △174,539 1,632,848
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当連結会計年度 (自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年９月30日残高(千円) 989,669 821,016 △1,481 △1,816 1,807,387

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △50,956 △50,956

 当期純利益 27,426 27,426

 自己株式の取得 △ 29 △ 29

 株主資本以外の項目の  
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

－ － △23,529 △29 △23,559

平成20年９月30日残高(千円) 989,669 821,016 △25,010 △1,846 1,783,828

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年９月30日残高(千円) △10,371 △164,168 △174,539 1,632,848

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △50,956

 当期純利益 27,426

 自己株式の取得 △29

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△41,378 △41,378 △41,378

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△41,378 － △41,378 △64,937

平成20年９月30日残高(千円) △51,749 △164,168 △215,918 1,567,910
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純利益または 

     税金等調整前当期純損失（△）
△26,395 62,656

   減価償却費 28,480 29,246

   貸倒引当金の増加額 334,262 97,309

   賞与引当金の増加・減少(△)額 15,000 △ 5,330

   役員賞与引当金の減少(△)額 △2,400 △ 14,000

   退職給付引当金の増加・減少(△)額 △14,119 3,114

   工事損失引当金の増加・減少(△)額 △1,730 14,393

   完成工事補償引当金の増加額 180 1,010

   受取利息及び配当金 △4,743 △ 23,442

   支払利息 216 1,224

     有価証券売却益 － △ 15,106

     有価証券売却損 14,140 1,506

   持分法による投資利益 △63,910 △ 32,203

   投資事業組合損失 2,519 2,867

   その他営業外収益・特別利益 △1,549 △ 196

   その他営業外費用・特別損失 19,649 2,389

   売上債権の増加(△)・減少額 48,957 △ 313,697

   未成工事支出金の増加(△)・減少額 △16,414 231,336

   仕入債務の増加・減少(△)額 112,486 △ 348,603

   未払金の増加・減少(△)額 7,749 △ 11,020

   未成工事受入金の増加・減少(△)額 44,945 △ 249,839

   その他債権の減少額 38,395 60,961

   その他債務の増加・減少(△)額 △9,295 11,529

    小計 526,423 △ 493,894

   利息及び配当金の受取額 7,594 34,094

   利息の支払額 △216 △ 1,224

   その他の収入 357 －

   その他の支出 △5,278 △ 457

   法人税等の支払額 △7,257 △ 8,889

   営業活動によるキャッシュ・フロー 521,622 △ 470,371

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △14,715 △ 34,174

   有形固定資産の売却による収入 86 －

   投資有価証券の取得による支出 △388,011 －

   投資有価証券の売却による収入 86,242 110,018

   貸付による支出 △390,000 －

   貸付金の回収による収入 12,715 77,317

     保険積立金の払込による支出 △203,143 △ 4,271

   その他投資活動による支出 △23,117 △ 38,923

   その他投資活動による収入 30,753 △ 16,541

   投資活動によるキャッシュ・フロー △889,190 93,424

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入による収入 200,000 200,000

   短期借入金の返済による支出 △200,000 △ 200,000

   自己株式の取得による支出 － △ 29

     親会社による配当金の支払額 △95,543 △ 50,956

   財務活動によるキャッシュ・フロー △95,543 △ 50,985

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少(△)額 △463,110 △ 427,933

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 1,163,909 700,799

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 700,799 272,865
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(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社数  ２社
 連結子会社は株式会社ワイ・イー・
ティー及び富士装備株式会社でありま
す。

連結子会社数  ２社 
 同左

非連結子会社数  該当ありません。 非連結子会社数  該当ありません。

２ 持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社数  １社
 持分法適用の関連会社は株式会社シ
ステック・エンジニアリングでありま
す。

持分法適用の関連会社数  １社
 同左

３ 連結子会社の事業年度等に
関する事項

全ての連結子会社の事業年度末日と連
結決算日は一致しております。

同左

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法
(イ)有価証券 その他有価証券

 時価のあるもの
  決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定)

その他有価証券
時価のあるもの

  同左

 時価のないもの
  移動平均法による原価法

時価のないもの
  同左

  なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資(金融商

品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの)については、

組合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な 近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。
(ロ)たな卸資産 未成工事支出金

個別法による原価法
未成工事支出金
同左

商品・材料貯蔵品
終仕入原価法

商品・材料貯蔵品
同左

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 

有形固定資産

定率法。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属設備を

除く)は定額法。  

 主な耐用年数  

  建物・構築物  ９年～47年
（会計方針の変更） 
 法人税法の改正（（所得税法等の一
部を改正する法律 平成19年３月30日
法律第６号）及び（法人税法施行令の
一部を改正する政令 平成19年３月30
日政令第83号））に伴い、平成19年４
月１日以降に取得したものについて
は、改正後の法人税法に基づく方法に
変更しております。  
 なお、これによる損益に与える影響
は軽微であります。

有形固定資産

定率法。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属設備を

除く)は定額法。  

 主な耐用年数  

  建物・構築物  ９年～47年
（追加情報）  
 当連結会計年度から、平成19年３月
31日以前に取得したものについては、
償却可能限度額まで償却が終了した翌
年から５年間で均等償却する方法によ
っております。  
 なお、これによる損益に与える影響
は軽微であります。

無形固定資産 

 定額法。ただし、ソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法。

無形固定資産 

 同左

(3) 重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

貸倒引当金 

 同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。

賞与引当金

同左

役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備える制度はあ

るものの、支給予定がないため計上し

ておりません。

工事損失引当金

当連結会計年度末手持工事のうち損

失の発生が見込まれるものについて、

将来の損失に備えるため、その損失見

込額を計上しております。

工事損失引当金

同左

完成工事補償引当金 

 完成引渡済工事に係るかし担保の費

用に備えるため、過年度の実績を基礎

に将来の補償見込額を加味して算定し

た見積補償額を計上しております。

完成工事補償引当金 

 同左

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当連結会計年度末

において発生していると認められる額

を計上しております。

退職給付引当金

同左

(4) 重要なリース取引の処理

方法 

 

 

 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

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

によっております。

 同左

(5) その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要な

事項

完成工事高の計上基準

親会社の完成工事高の計上は、工事

完成基準によっておりますが、長期大

型工事(工期１年以上かつ請負金額３

億円以上)については工事進行基準に

よっております。なお、工事進行基準

によった完成工事高は2,104,814千円

であります。

完成工事高の計上基準

親会社の完成工事高の計上は、工事

完成基準によっておりますが、長期大

型工事(工期１年以上かつ請負金額３

億円以上)については工事進行基準に

よっております。なお、工事進行基準

によった完成工事高は2,230,168千円

であります。

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法

については、全面時価評価法を採用し

ております。

同左

６ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。

同左
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

（連結貸借対照表関係） （連結損益計算書関係）

保険積立金 

 従来、投資その他の資産の「その他」に含めて表

示しておりましたが、資産総額の100分の５を超え

たため個別掲記しております。 

 なお、前連結会計年度は投資その他の資産の「そ

の他」に22,197千円含まれております。

手形売却損

 従来、営業外費用の「その他」に含めて表示して

おりましたが、営業外費用総額の100分の10を超え

たため個別掲記しております。

 なお、前連結会計年度は営業外費用の「その他」

に596千円含まれております。

（連結損益計算書関係） （連結損益計算書関係）

固定資産売・除却損 

 従来、個別掲記しておりましたが、金額的重要性

がなくなったため、特別損失の「その他」に含めて

表示しております。 

 なお、当連結会計年度は特別損失の「その他」に

210千円含まれております。

投資事業組合評価損

 従来、営業外費用の「その他」に含めて表示して

おりましたが、営業外費用総額の100分の10を超え

たため個別掲記しております。

 なお、前連結会計年度は営業外費用の「その他」

に2,220千円含まれております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） －

有形固定資産売・除却損 

 従来、個別掲記しておりましたが、金額的重要性

がなくなったため、「その他営業外費用・特別損

失」に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度は「その他営業外費用・特

別損失」に210千円含まれております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） －

保険積立金の払込による支出 

 従来、「その他投資活動による支出」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性が増したため個

別掲記しております。 

 なお、前連結会計年度は「その他投資活動による

支出」に20,704千円含まれております。
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成19年９月30日)

当連結会計年度 
(平成20年９月30日)

－ ※１ 関連会社に対する資産は次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 27,370千円

 
  ２ 受取手形割引高 24,708千円

※３ 事業用土地の再評価

    「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日

改正)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を純資産の部に計上しておりま

す。

 
 ２ 受取手形割引高 13,818千円

※３ 事業用土地の再評価

    「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日

改正)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を純資産の部に計上しておりま

す。

 

   再評価の方法

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固

定資産評価額及び同条第４号に定める路線価に基

づいて、合理的な調整を行って算出しておりま

す。

再評価を行った年月日 平成12年９月30日

        なお、再評価を行った事業用土地の当連結会計

年度末における時価の合計額は再評価後の帳簿価

額の合計額を60,629千円下回っております。

 

   再評価の方法

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固

定資産評価額及び同条第４号に定める路線価に基

づいて、合理的な調整を行って算出しておりま

す。

再評価を行った年月日 平成12年９月30日

        なお、再評価を行った事業用土地の当連結会計

年度末における時価の合計額は再評価後の帳簿価

額の合計額を62,356千円下回っております。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

  役員報酬 75,264千円

  役員賞与引当金繰入額 14,000千円

  従業員給料手当 171,030千円

  退職給付費用 18,723千円

  賞与引当金繰入額 22,560千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

 役員報酬 53,946千円

 従業員給料手当 189,241千円

 退職給付費用 8,504千円

 貸倒引当金繰入額 17,309千円

 賞与引当金繰入額 15,702千円

※２ 特別損失の「その他」の主なものは、前期損益修

正損、電話加入権売却損及び投資有価証券評価損

であります。

※２ 特別損失の「その他」の主なものは、貸倒損失、

投資有価証券評価損及び投資有価証券売却損であ

ります。
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１ 発行済株式に関する事項 
  

   
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

１ 発行済株式に関する事項 
  

   
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変更事由の概要）普通株式の自己株式数の増加112株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,375,284 －                  －          6,375,284

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,739 － －               5,739

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成18年12月22日 
定時株主総会

普通株式 63,695 10.00 平成18年９月30日 平成18年12月25日

平成19年４月19日 
取締役会

普通株式 31,847 5.00 平成19年３月31日 平成19年６月19日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年12月20日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 19,108 3.00 平成19年９月30日 平成19年12月21日

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,375,284 － － 6,375,284

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株)               5,739 112 －  5,851

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年12月20日 
定時株主総会

普通株式 19,108 3.00 平成19年９月30日 平成19年12月21日

平成20年４月22日 
取締役会

普通株式 31,847 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月23日
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電気工事業が、完成工事高基準、営業損益基準及び資産基準において90％を超えているため、記

載を省略しております。 

  

電気工事業が、完成工事高基準、営業損益基準及び資産基準において90％を超えているため、記

載を省略しております。 

  

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

現金預金勘定 700,799千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

－千円

現金及び現金同等物 700,799千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

現金預金勘定 272,865千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

－千円

現金及び現金同等物 272,865千円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)
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（注）当期完成工事高は、当社グループにおける受注形態によらない売上高（前連結会計年度80,820千円、当連結会

計年度85,816千円）を除いております。 

  

  

 
  

(工事種別受注高、完成工事高、繰越工事高)

事業別
前期繰越工事高

(千円)
当期受注高
(千円)

当期完成工事高 
(千円)

次期繰越工事高
(千円)

電力 4,900,508 2,131,627 3,378,585 3,653,550

前連結 内線 855,813 1,058,224 912,670 1,001,367

会計年度 モバイル 132,146 454,953 277,900 309,200

計 5,888,468 3,644,804 4,569,155 4,964,117

電力 3,653,550 1,821,396 3,060,702 2,414,244

当連結 内線 1,001,367 817,371 998,116 820,622

会計年度 モバイル 309,200 606,561 801,772 113,988

計 4,964,117 3,245,329 4,860,591 3,348,855

(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引

(借主側)

１ リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械・運搬 

具・工具器 

具備品

65,035 17,836 47,199

合計 65,035 17,836 47,199

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械・運搬 

具・工具器 

具備品

40,177 18,947 21,230

合計 40,177 18,947 21,230

２ 未経過リース料期末残高

相当額

１年内 13,566千円

１年超 37,388千円

合計 50,955千円

１年内 10,233千円

１年超 13,904千円

合計 24,138千円

３ 支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額

   支払リース料 16,669千円 13,725千円

   減価償却費相当額 11,644千円 10,044千円

   支払利息相当額 7,593千円 5,025千円

４ 減価償却費相当額の算定

方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

同左

５ 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法については利息法によ

っております。

同左
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子会社等 

 
(注) 株式会社システック・エンジニアリングに対する未収入金及び長期未収入金については、市場金利を勘案して

利率を合理的に決定しており、回収条件は期間４年、毎月賦回収としております。なお、担保は受入れており

ません。 

  

子会社等 

 
(注) １ 記載金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 株式会社システック・エンジニアリングに対する未収入金及び長期未収入金については、市場金利を勘案し

て利率を合理的に決定しており、回収条件は期間４年、毎月賦回収としております。なお、担保は受入れて

おりません。 

  

(関連当事者との取引)

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

属性
会社等 
の名称

住所

資本金
または
出資金
(千円)

事業の 
内容 
または 
職業

議決権等
の所有(被
所有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連 
会社

株式会社 
システック 
・エンジニ
アリング

東京都
江東区

50,000
電気 
工事業

直接25％
兼任
１人

役務の
提供

利息の受取
(注)

2,009 未収入金 39,588

事業譲渡に
係る長期未
収入金の回
収

39,375
長期  
未収入金

54,228

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

属性
会社等 
の名称

住所

資本金
または
出資金
(千円)

事業の 
内容 
または 
職業

議決権等
の所有(被
所有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連 
会社

株式会社 
システック 
・エンジニ
アリング

東京都
江東区

50,000
電気 
工事業

直接25％
兼任
１人

役務の
提供

利息の受取
(注)２ 

2,009 未収入金 39,375

事業譲渡に
係る長期未
収入金の回
収

39,588
長期  
未収入金

19,687
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成19年９月30日)

当連結会計年度
(平成20年９月30日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 賞与引当金 24,705千円

 退職給付引当金 97,389千円

 貸倒引当金 193,391千円

 法人税法上の繰越欠損金 921,392千円

 その他 7,351千円

 繰延税金資産小計 1,244,230千円

 評価性引当額 △1,187,247千円

 繰延税金資産合計 56,983千円

繰延税金負債

 再評価に係る繰延税金負債 17,636千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 賞与引当金 22,546千円

 退職給付引当金 98,650千円

 貸倒引当金 231,785千円

 法人税法上の繰越欠損金 860,880千円

 その他 14,223千円

 繰延税金資産小計 1,228,086千円

 評価性引当額 △1,196,698千円

 繰延税金資産合計 31,387千円

繰延税金負債

 再評価に係る繰延税金負債 17,636千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主要な項目別内訳

法定実効税率 40.5％

 (調整)

住民税等均等割 △32.1％

交際費等永久に損金に算入 
されない項目

△74.1％

持分法投資利益 98.1％

評価性引当額 △85.0％

その他 4.1％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

△48.5％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主要な項目別内訳

法定実効税率 40.5％

 (調整)

住民税等均等割 14.0％

交際費等永久に損金に算入 
されない項目

20.3％

持分法投資利益 △20.8％

評価性引当額 △8.3％

その他 0.4％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

46.0％
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

          

 
  
  

  

 
  

  

 
（注）当連結会計年度において、非上場株式について減損処理を実施し、評価損2,610千円を特別損失の「その他」に

計上しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

１ 売買目的有価証券(平成19年９月30日)

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成19年９月30日)

３ その他有価証券で時価のあるもの(平成19年９月30日)

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額 
（千円）

差額
（千円）

  連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 ① 株 式 － － －

 ② 債 券 － － －

 ③ その他 － － －

小計 － － －

  連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 ① 株 式 － － －

 ② 債 券 － － －

 ③ その他 296,880 286,509 △10,371

小計 296,880 286,509 △10,371

合計 296,880 286,509 △10,371

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

86,242 14,090 28,230

５ 時価評価されていない主な「有価証券」の内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年９月30日)

種類 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券 
 非上場株式 
  投資事業有限責任組合等への出資

3,852 
60,441

６ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成19年９月30日)
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

 
  

  

 
（注）当連結会計年度において、非上場株式について減損処理を実施し、評価損1,838千円を特別損失の「その他」に

計上しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

１ 売買目的有価証券(平成20年９月30日)

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成20年９月30日)

３ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年９月30日)

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額 
（千円）

差額
（千円）

  連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 ① 株 式 － － －

 ② 債 券 － － －

 ③ その他 － － －

小計 － － －

  連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 ① 株 式 － － －

 ② 債 券 － － －

 ③ その他 220,565 179,187 △41,378

小計 220,565 179,187 △41,378

合計 220,565 179,187 △41,378

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

27,858 15,675 2,075

５ 時価評価されていない主な「有価証券」の内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年９月30日)

種類 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券 
 非上場株式 
  投資事業有限責任組合等への出資

1,853
44,476

６ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成20年９月30日)
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。 

  

 
(注) 自己都合要支給額期末現在額を退職給付債務としております。 

  

 
(注) 簡便法を採用しておりますので、退職給付費用を勤務費用としております。 

  

簡便法により退職給付債務を算定しております。 

  

確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。 

  

 
(注) 自己都合要支給額期末現在額を退職給付債務としております。 

  

 
(注) 簡便法を採用しておりますので、退職給付費用を勤務費用としております。 

  

簡便法により退職給付債務を算定しております。 

  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

(退職給付関係)

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項(平成19年９月30日)

(1) 退職給付債務 240,467千円

(2) 退職給付引当金 240,467千円

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

勤務費用 18,723千円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年９月30日)

(1) 退職給付債務 243,582千円

(2) 退職給付引当金 243,582千円

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

勤務費用 21,061千円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １株当たり当期純利益または当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１株当たり純資産額 256.35円 １株当たり純資産額 246.16円

 
１株当たり当期純損失 △6.15円

  潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
当期純損失であるため記載しておりません。

 
１株当たり当期純利益 4.31円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜
在株式が存在しないため記載しておりません。

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

 

１株当たり当期純損失

当期純損失 △39,204千円

普通株主に帰属しない金額 －千円

普通株式に係る当期純損失 △39,204千円

普通株式の期中平均株式数 6,369千株

 

１株当たり当期純利益

当期純利益 27,426千円

普通株主に帰属しない金額 －千円

普通株式に係る当期純利益 27,426千円

普通株式の期中平均株式数 6,369千株

(重要な後発事象)

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)
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５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年９月30日)

当事業年度 

(平成20年９月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金預金 690,336 255,900

   完成工事未収入金 476,826 796,570

   未成工事支出金 472,882 241,530

   短期貸付金 12,333 －

   未収入金 ※１ 44,897 43,560

   繰延税金資産 56,983 31,387

   その他 11,501 18,946

   貸倒引当金 － △2,520

  流動資産合計 1,765,761 56.4 1,385,376 56.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

    建物 257,499 262,186

    減価償却累計額 154,434 103,065 162,732 99,453

    構築物 87,524 88,237

    減価償却累計額 65,333 22,190 68,839 19,398

    機械装置 83,190 108,975

    減価償却累計額 65,353 17,836 75,319 33,655

    工具器具・備品 183,086 185,889

    減価償却累計額 161,842 21,243 167,744 18,145

    土地 ※３ 338,288 338,288

    建設仮勘定 500 500

   有形固定資産計 503,124 16.0 509,441 20.8

 ２ 無形固定資産

    電話加入権 1,892 1,341

    ソフトウェア 10,460 8,484

   無形固定資産計 12,353 0.4 9,826 0.4
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前事業年度 

(平成19年９月30日)

当事業年度 

(平成20年９月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

 ３ 投資その他の資産

    投資有価証券 350,802 225,517

    関係会社株式 30,101 30,101

    長期貸付金 630,000 565,015

    関係会社長期貸付金 577,000 579,600

    従業員に対する長期貸付金 1,560 1,226

    保証金 23,557 24,029

        保険積立金 221,581 223,596

    関係会社長期未収入金 59,062 19,687

    破産更生債権等 － 14,789

    その他 585 595

    貸倒引当金 △1,043,000 △1,137,789

   投資その他の資産計 851,250 27.2 546,370 22.3

  固定資産合計 1,366,728 43.6 1,065,638 43.5

  資産合計 3,132,489 100.0 2,451,014 100.0
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前事業年度 

(平成19年９月30日)

当事業年度 

(平成20年９月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   工事未払金 745,564 405,871

   未払法人税等 12,124 13,149

   未成工事受入金 337,236 87,397

   未払費用 － 28,631

   賞与引当金 60,000 54,470

   役員賞与引当金 14,000 －

   工事損失引当金 2,840 17,233

   完成工事補償引当金 820 1,830

   その他 47,238 15,688

  流動負債合計 1,219,824 39.0 624,272 25.5

Ⅱ 固定負債

   再評価に係る繰延税金負債 ※３ 17,636 17,636

   退職給付引当金 240,467 243,582

  固定負債合計 258,103 8.2 261,218 10.7

  負債合計 1,477,928 47.2 885,490 36.1

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 989,669 31.6 989,669 40.4

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 372,369 247,417

  (2) その他資本剰余金 448,646 573,599

   資本剰余金合計 821,016 26.2 821,016 33.5

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 20,232 △ 27,397

   利益剰余金合計 20,232 0.6 △ 27,397 △1.1

 ４ 自己株式 △1,816 △0.0 △ 1,846 △0.1

   株主資本合計 1,829,101 58.4 1,781,442 72.7

Ⅱ 評価・換算差額等

  １ その他有価証券評価差額金 △10,371 △0.3 △ 51,749 △2.1

 ２ 土地再評価差額金 ※３ △164,168 △5.3 △ 164,168 △6.7

   評価・換算差額等合計 △174,539 △5.6 △ 215,918 △8.8

   純資産合計 1,654,561 52.8 1,565,524 63.9

   負債純資産合計 3,132,489 100.0 2,451,014 100.0
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(2) 損益計算書

前事業年度

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日)

当事業年度

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 完成工事高 ※１ 4,569,235 100.0 4,861,071 100.0

Ⅱ 完成工事原価 3,788,664 82.9 4,263,427 87.7

   完成工事総利益 780,571 17.1 597,643 12.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費

   役員報酬 67,345 43,710

   役員賞与引当金繰入額 14,000 －

   従業員給料手当 160,897 177,723

   賞与引当金繰入額 22,560 15,502

   退職給付費用 18,723 8,174

   法定福利費 37,271 31,790

   福利厚生費 2,075 4,665

   修繕維持費 5,074 7,166

   事務用品費 9,876 9,748

   通信交通費 27,780 27,520

   動力用水光熱費 7,551 7,909

   調査研究費 5,730 6,063

   広告宣伝費 541 597

   交際費 5,757 8,301

   寄付金 30 50

   地代家賃 38,590 41,337

   減価償却費 14,982 15,581

   事業税等 7,491 8,514

   租税公課 5,374 4,447

   保険料 4,859 3,455

   貸倒引当金繰入額 － 17,309

   貸倒損失 － 439

   雑費 49,945 506,459 11.1 68,320 508,329 10.5

   営業利益 274,112 6.0 89,314 1.8

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 ※２ 2,240 20,457

   受取配当金 2,495 2,972

   有価証券売却益 － 15,106

      保険金収入 864 －

   その他 1,023 6,624 0.2 1,685 40,221 0.8
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(注) 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

  

前事業年度

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日)

当事業年度

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 216 1,224

      有価証券売却損 14,140 －

   投資事業組合損失 2,519 2,867

   投資事業組合評価損 － 1,468

   手形売却損 － 1,144

   その他 8,541 25,417 0.6 1,400 8,105 0.2

   経常利益 255,318 5.6 121,431 2.5

Ⅵ 特別損失

   関係会社株式評価損 56,401 －

   貸倒引当金繰入額 266,000 80,000

   その他 ※３ 11,153 333,555 7.3 3,895 83,895 1.7

   税引前当期純利益または 

   税引前当期純損失(△)
△78,236 △1.7 37,535 0.8

   法人税、住民税 

   及び事業税
8,191 8,612

   法人税等調整額 3,807 11,998 0.3 25,596 34,208 0.7

   当期純利益または 

   当期純損失(△)
△90,235 △2.0 3,326 0.1

完成工事原価報告書

前事業年度

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日)

当事業年度

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日)

区分 金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

Ⅰ 材料費 547,057 14.4 647,631 15.2

Ⅱ 労務費 179,888 4.8 193,398 4.5

Ⅲ 外注費 2,226,593 58.8 2,517,901 59.1

Ⅳ 経費 835,124 22.0 904,495 21.2

  （うち人件費） (257,015) (6.8) (327,777) (7.7)

  当期完成工事原価 3,788,664 100.0 4,263,427 100.0
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前事業年度 (自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年９月30日残高(千円) 989,669 372,369 448,646 821,016

事業年度中の変動額

 剰余金の配当

 当期純損失

 株主資本以外の項目の  
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) － － － －

平成19年９月30日残高(千円) 989,669 372,369 448,646 821,016

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年９月30日残高(千円) 206,010 △1,816 2,014,879

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △95,543 △95,543

 当期純損失 △90,235 △90,235

 株主資本以外の項目の  
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) △185,778 － △185,778

平成19年９月30日残高(千円) 20,232 △1,816 1,829,101

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年９月30日残高(千円) － △164,168 △164,168 1,850,711

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △95,543

 当期純損失 △90,235

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△10,371 △10,371 △10,371

事業年度中の変動額合計(千円) △10,371 － △10,371 △196,149

平成19年９月30日残高(千円) △10,371 △164,168 △174,539 1,654,561
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当事業年度 (自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年９月30日残高(千円) 989,669 372,369 448,646 821,016

事業年度中の変動額

 剰余金の配当

 当期純利益

 自己株式の取得

 準備金から剰余金への振替 △124,952 124,952

 株主資本以外の項目の  
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) － △124,952 124,952 －

平成20年９月30日残高(千円) 989,669 247,417 573,599 821,016

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年９月30日残高(千円) 20,232 △1,816 1,829,101

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △50,956 △50,956

 当期純利益 3,326 3,326

 自己株式の取得 △29 △29

 準備金から剰余金への振替

 株主資本以外の項目の  
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) △47,629 △29 △47,659

平成20年９月30日残高(千円) △27,397 △1,846 1,781,442

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年９月30日残高(千円) △10,371 △164,168 △174,539 1,654,561

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △50,956

 当期純利益 3,326

 自己株式の取得 △29

 準備金から剰余金への振替

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△41,378 △41,378 △41,378

事業年度中の変動額合計(千円) △41,378 － △41,378 △89,037

平成20年９月30日残高(千円) △51,749 △164,168 △215,918 1,565,524
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(4) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定)

 時価のないもの

  移動平均法による原価法

  なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資(金融商

品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの)については、

組合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な 近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

子会社株式及び関連会社株式

 同左

その他有価証券

 時価のあるもの

  同左 

 

 

 

 時価のないもの

  同左

  

  

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

未成工事支出金

 個別法による原価法

未成工事支出金

 同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

 定率法。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属設備を

を除く)は定額法。

 主な耐用年数

  建物       13年～47年

  建物附属設備   ９年～20年

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正（（所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30

日政令第83号））に伴い、平成19年４

月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。  

 なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。

有形固定資産

 定率法。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属設備を

を除く)は定額法。

 主な耐用年数

  建物       13年～47年

  建物附属設備   ９年～20年

（追加情報） 

 当事業年度から、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によって

おります。  

 この結果、従来の方法によった場合

に比べて、売上総利益が1,459千円、

営業利益、経常利益、税引前当期純利

益及び当期純利益が2,114千円、それ

ぞれ減少しております。

無形固定資産 

 定額法。ただし、ソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法。

無形固定資産

 同左

長期前払費用 

 均等償却

長期前払費用

 同左

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

貸倒引当金

 同左

賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。

賞与引当金 

 同左

役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金  

 役員の賞与の支給に備える制度はあ

るものの、支給予定がないため計上し

ておりません。
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項目
前事業年度

(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

工事損失引当金

 当事業年度末手持工事のうち損失の

発生が見込まれるものについて、将来

の損失に備えるため、その損失見込額

を計上しております。

工事損失引当金 

 同左

完成工事補償引当金 

 完成引渡済工事に係るかし担保の費

用に備えるため、過年度の実績を基礎

に将来の補償見込額を加味して算定し

た見積補償額を計上しております。

完成工事補償引当金 

 同左

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付の見込額

に基づき、当事業年度末において発生

していると認められる額を計上してお

ります。

退職給付引当金 

 同左

５ 完成工事高の計上基準 完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっておりますが、長期大型工事(工

期１年以上かつ請負金額３億円以上)

については工事進行基準によっており

ます。 

なお、工事進行基準による完成工事高

は2,104,814千円であります。

完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっておりますが、長期大型工事(工

期１年以上かつ請負金額３億円以上)

については工事進行基準によっており

ます。 

なお、工事進行基準によった完成工事

高は、2,230,168千円であります。

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

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

によっております。

 同左

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理 

 同左

山加電業(株)（１７８９）　平成20年９月期決算短信

37



  

(5) 重要な会計方針の変更

(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

(貸借対照表関係)

  保険積立金

 従来、投資その他の資産の「その他」に含めて表

示しておりましたが、資産総額の100分の１を超え

たため個別掲記しております。  

 なお、前事業年度は投資その他の資産の「その

他」に19,565千円含まれております。

(貸借対照表関係)

  未払費用

 従来、流動負債の「その他」に含めて表示してお

りましたが、負債及び純資産の合計の100分の１を

超えたため個別掲記しております。  

 なお、前事業年度は投資その他の資産の「その

他」に21,045千円含まれております。

－ (損益計算書関係)

 手形売却損

 従来、営業外費用の「その他」に含めて表示して

おりましたが、営業外費用総額の100分の10を超え

たため個別掲記しております。  

 なお、前事業年度は営業外費用の「その他」に

596千円含まれております。

－ (損益計算書関係)

 投資事業組合評価損

 従来、営業外費用の「その他」に含めて表示して

おりましたが、営業外費用総額の100分の10を超え

たため個別掲記しております。  

 なお、前事業年度は営業外費用の「その他」に

2,220千円含まれております。
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成19年９月30日)

当事業年度 
(平成20年９月30日)

※１ このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。

未収入金 39,588千円

※１ このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。

未収入金 39,375千円

  ２ 手形割引高

受取手形割引高 24,708千円

  ２ 手形割引高

受取手形割引高 13,818千円

 

※３ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日改

正)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土

地再評価差額金を純資産の部に計上しておりま

す。

   再評価の方法

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固

定資産評価額及び同条第４号に定める路線価に基

づいて、合理的な調整を行って算出しておりま

す。

   再評価を行った年月日 平成12年９月30日

    なお、再評価を行った事業用土地の当事業年度

末における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額

の合計額を、60,629千円下回っております。

 

※３ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日改

正)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土

地再評価差額金を純資産の部に計上しておりま

す。

   再評価の方法

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固

定資産評価額及び同条第４号に定める路線価に基

づいて、合理的な調整を行って算出しておりま

す。

   再評価を行った年月日 平成12年９月30日

    なお、再評価を行った事業用土地の当事業年度

末における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額

の合計額を、62,356千円下回っております。

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

※１ 完成工事高には、兼業事業売上高80千円が含まれ

ております。

※１ 完成工事高には、兼業事業売上高480千円が含ま

れております。

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

受取利息 2,009千円

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

受取利息 2,009千円

※３ 特別損失の「その他」の主なものは、前期損益修

正損、電話加入権売却損及び投資有価証券評価損

であります。

※３ 特別損失の「その他」は、投資有価証券評価損、

投資有価証券売却損及び電話加入権評価損であり

ます。
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自己株式に関する事項 

 
  

自己株式に関する事項 

 
（変更事由の概要）普通株式の自己株式数の増加112株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 5,739 － － 5,739

当事業年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 5,739    112  － 5,851

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引

１ リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械装置 57,555 12,848 44,706

工具器具・ 

備品
7,480 4,987 2,492

合計 65,035 17,836 47,199

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械装置 40,177 18,947 21,230

合計 40,177 18,947 21,230

２ 未経過リース料期末残高

相当額

１年内 13,566千円

１年超 37,388千円

合計 50,955千円

１年内 10,233千円

１年超 13,904千円

合計 24,138千円

３ 支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額

   支払リース料 16,669千円 13,725千円

   減価償却費相当額 11,644千円 10,044千円

   支払利息相当額 7,593千円 5,025千円

４ 減価償却費相当額の算定

方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

同左

５ 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法については利息法によ

っております。

同左
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子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

 
  

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

当事業年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成19年９月30日)

当事業年度 
(平成20年９月30日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 繰延税金資産

  賞与引当金 24,300千円

  退職給付引当金 97,389千円

  貸倒引当金 423,431千円

  法人税法上の繰越欠損金 690,622千円

    投資有価証券等評価損 23,899千円

その他 6,294千円

 繰延税金資産小計 1,265,937千円

 評価性引当額 △1,208,954千円

 繰延税金資産合計 56,983千円

 繰延税金負債

  再評価に係る繰延税金負債 17,636千円

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 繰延税金資産

  賞与引当金 22,060千円

  退職給付引当金 98,650千円

  貸倒引当金 461,825千円

  法人税法上の繰越欠損金 627,387千円

    投資有価証券等評価損 24,644千円

その他 12,421千円

 繰延税金資産小計 1,246,990千円

 評価性引当額 △1,215,603千円

 繰延税金資産合計 31,387千円

 繰延税金負債

  再評価に係る繰延税金負債 17,636千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主要な項目別内訳

法定実効税率 40.5％

（調整）

住民税等均等割 △10.3％

交際費等永久に損金に算入 
されない項目

△24.8％

評価性引当額 △20.6％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

△15.3％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主要な項目別内訳

法定実効税率 40.5％

（調整）

住民税等均等割 22.3％

交際費等永久に損金に算入 
されない項目

33.4％

評価性引当額 △22.9％

その他 0.6％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

74.0％
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(注) １株当たり当期純利益または当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１株当たり純資産額 259.76円 １株当たり純資産額 245.79円

 
１株当たり当期純損失 △14.17円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
当期純損失であるため記載しておりません。

 
１株当たり当期純利益 0.52円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
潜在株式が存在しないため記載しておりません。

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１株当たり当期純損失

当期純損失 △90,235千円  

普通株主に帰属しない金額 －千円  

普通株式に係る当期純損失 △90,235千円  

普通株式の期中平均株式数 6,369千株  

１株当たり当期純利益

当期純利益 3,326千円  

普通株主に帰属しない金額 －千円  

普通株式に係る当期純利益 3,326千円  

普通株式の期中平均株式数 6,369千株  

 

(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

当事業年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)
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該当事項はありません。 

  

取締役   田中 英二（現 当社社長付部長） 

  

取締役   速館 洸丞（現 当社企画部長） 

  

常勤監査役 藤飯  修（現 当社内部監査室長） 

監査役   二神 俊和（現 弁護士） 

監査役   西方  大（現 公認会計士） 

  

常勤監査役 森野 孝幸 

監査役   池田 清英（現 弁護士） 

監査役   太田 佳孝（現 税理士） 

  
(注) １ 新任監査役候補者 二神 俊和氏と西方 大氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま

す。 

２ 退任予定監査役 森野 孝幸氏、池田 清英氏及び太田 佳孝氏は、任期満了による退任の予定であ

ります。 

  

該当事項はありません。 

  

６ その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動（平成20年12月19日付予定）

１ 新任取締役候補

２ 退任予定取締役

３ 新任監査役候補

４ 退任予定監査役

(2) その他
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