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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 12,931 ― △679 ― △717 ― △493 ―
20年3月期第3四半期 14,794 4.0 △418 ― △417 ― △372 ―

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3四半期 △24.98 ―
20年3月期第3四半期 △18.87 ―

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3四半期 19,227 4,571 21.8 212.96
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3四半期  4,201百万円 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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
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 29,000 △5.8 470 △36.7 480 △31.8 160 △20.9 8.11

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3四半期  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3四半期  72,406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3四半期  19,729,115株 20年3月期第3四半期  19,736,624株
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、アメリカに端を発した世界的な金融市場混乱の影響から
実体経済が急減速し、企業各社では減産ペース加速に伴い設備投資の抑制傾向が強まるなど、当社グルー
プの属する電気工事業界の事業環境も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、設備投資の抑制姿勢が急速に強まったことや、為替の影響などにより、当第３四半期累計期間の受注
高は180億円（前年同期比11.3％減）、完成工事高は129億円（前年同期比12.6％減）となりました。利益
面においても、予想を上回る物量の減少により、経常損失7億17百万円（前年同期は4億17百万円）、四半
期純損失4億93百万円（前年同期は3億72百万円）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、公共投資の抑制政策等を受け、主力の上下水道設備を中心に競争の激化による

契約金額の低価格化が続くなど、依然として厳しい事業環境下にあります。このような状況を受け、当第
３四半期累計期間の受注高は50億円（前年同期比5.9％減）、完成工事高は、大型物件の完成がなかった
ことなどにより、20億円（前年同期比31.9％減）となりました。 
エネルギー分野では、火力・水力発電分野については設備の老朽化対策による定期点検・補修工事を、

原子力発電分野については燃料再処理や耐震対策工事を中心として、積極的な営業活動を展開してまいり
ましたが、大型物件の減少により、当第３四半期累計期間の受注高は16億円（前年同期比28.2％減）、完
成工事高は9億円（前年同期比30.9％減）となりました。 
産業分野では、直接受注の拡大策をはじめ積極的な営業を展開しましたが、主要顧客である素材産業の

設備投資が一巡し、その他産業も景況感の急激な悪化に伴う設備投資計画の縮小・延期・中止が相次いだ
ことから、当第３四半期累計期間の受注高は80億円（前年同期比13.9％減）となり、完成工事高において
も、製紙・製鉄分野において大型プラントの完成があったものの、海外子会社の物量の減少等により、69
億円（前年同期比8.0％減）となりました。 
建築・建築付帯分野では、公共はもとより民間投資も低調に推移し激しい価格競争が続く中、景気の急

減速を受け、工場・倉庫等の設備投資の延期・中止が相次ぐなど厳しい環境にあり、建築付帯工事を中心
として積極的な営業を展開しましたが、当第３四半期累計期間の受注高は30億円（前年同期比3.5％減）
となりました。一方、完成工事高は、大型物件の完成もあり26億円（前年同期比1.0％増）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3億円（前年同期比21.0％増）、完成工
事高は3億円（前年同期比21.0％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３四半期末の総資産は192億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億72百万円増加いたしま
した。流動資産は183億69百万円となり、36億33百万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（62億39百万円）、受取手形・完成工事未収入金等の減
少（33億61百万円）であります。固定資産は、主に減価償却費の計上により61百万円減少し、8億57百万
円となりました。 
負債合計は146億56百万円となり、42億45百万円増加いたしました。主な要因は、未成工事受入金の増

加（38億66百万円）であります。 
純資産は、四半期純損失4億93百万円の計上を主因として6億72百万円減少し45億71百万円となり、自己

資本比率は21.8％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３四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・フローでの資金の減少および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・
フローでの資金の増加により75百万円増加し、期末残高は14億9百万円となりました。 
営業活動による資金の減少は15億83百万円となりました。これは、未成工事支出金の増加、仕入債務の

減少、税金等調整前四半期純損失の計上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41百万円となりました。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。 
財務活動よる資金の増加は17億48百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローで

資金が減少したため、運転資金を短期借入金で調達したこと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、景気は当面悪化が続くとみられ、電気工事業界においても、企業の設備
投資に対する抑制傾向が強まると予想されるなど、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。また、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、内部統制システムの浸透による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
確保等を図ってまいります。 
当第３四半期累計期間においては、物量・利益の両面で計画を下回る結果となり、第４四半期について

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いることから、平成20年10月27日に公表し
た通期業績予想値、受注高340億円、完成工事高310億円、営業利益6億40百万円、経常利益6億50百万円、
当期純利益2億40百万円を、受注高300億円（前期比1.7％減）、完成工事高290億円（前期比5.8％減）、
営業利益4億70百万円（前期比36.7％減）、経常利益4億80百万円（前期比31.8％減）、当期純利益1億60
百万円（前期比20.9％減）へと修正しております。これに伴い、平成20年10月30日に公表した期末配当予
想値５円を３円へと修正しております。 

  
  

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,441 1,499

受取手形・完成工事未収入金等 6,513 9,875

未成工事支出金 9,274 3,035

その他のたな卸資産 69 56

その他 1,080 277

貸倒引当金 △9 △8

流動資産合計 18,369 14,736

固定資産   

有形固定資産 204 213

無形固定資産 212 230

投資その他の資産 440 475

貸倒引当金 △0 △0

固定資産合計 857 918

資産合計 19,227 15,655

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,183 8,685

短期借入金 1,829 7

未払法人税等 45 210

未成工事受入金 4,797 930

完成工事補償引当金 30 30

工事損失引当金 263 －

その他 297 393

流動負債合計 14,446 10,257

固定負債   

退職給付引当金 58 16

役員退職慰労引当金 145 130

負ののれん 2 3

その他 2 2

固定負債合計 209 153

負債合計 14,656 10,410
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 596 1,148

自己株式 △14 △13

株主資本合計 4,353 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 △153 △83

評価・換算差額等合計 △152 △82

少数株主持分 369 420

純資産合計 4,571 5,244

負債純資産合計 19,227 15,655
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 12,931

売上原価 11,632

売上総利益 1,298

販売費及び一般管理費 1,978

営業損失（△） △679

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 3

負ののれん償却額 0

その他 11

営業外収益合計 29

営業外費用  

支払利息 7

為替差損 45

その他 14

営業外費用合計 67

経常損失（△） △717

税金等調整前四半期純損失（△） △717

法人税等 △260

少数株主利益 36

四半期純損失（△） △493
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △717

減価償却費 57

工事損失引当金の増減額（△は減少） 263

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15

受取利息及び受取配当金 △17

支払利息 7

為替差損益（△は益） 42

売上債権の増減額（△は増加） 3,304

未成工事支出金の増減額（△は増加） △6,239

仕入債務の増減額（△は減少） △1,452

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,889

その他 △542

小計 △1,346

利息及び配当金の受取額 17

利息の支払額 △7

法人税等の支払額 △247

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,583

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 △89

定期預金の払戻による収入 172

有形固定資産の取得による支出 △22

無形固定資産の取得による支出 △20

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー 41

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） 1,823

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 1,748

現金及び現金同等物に係る換算差額 △130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 75

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 1,409
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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

11,339 1,591 12,931 ― 12,931

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

19 0 19 △19 ―

計 11,358 1,592 12,951 △19 12,931

  営業利益又は営業損失(△) △795 115 △679 ― △679

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,779 15 1,795

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 12,931

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.8 0.1 13.9

(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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)
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（要約）前四半期連結損益計算書 

  

 

  

  

  

「参考」

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 14,794

Ⅱ 売上原価 13,313

   売上総利益 1,481

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,899

   営業損失(△) △418

Ⅳ 営業外収益 37

Ⅴ 営業外費用 35

   経常損失(△) △417

Ⅵ 特別利益 7

Ⅶ 特別損失 90

   税金等調整前四半期純損失(△) △499

   法人税等 △245

   少数株主利益 118

   四半期純損失(△) △372
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（工事種類別受注高・完成工事高） 

  

 

  

  

  

6. その他の情報

区分

前第３四半期
連結累計期間

当第３四半期 
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 5,346 26.2 5,032 27.8 △313

エネルギー 2,283 11.2 1,639 9.1 △643

産業 9,333 45.8 8,040 44.5 △1,293

建築・建築付帯 3,114 15.3 3,004 16.6 △110

小計 20,078 98.5 17,716 98.0 △2,361

その他の事業 300 1.5 363 2.0 63

計 20,378 100.0 18,080 100.0 △2,298

完成工事高

建設事業

水処理・環境 2,945 19.9 2,007 15.5 △938

エネルギー 1,304 8.8 901 7.0 △402

産業 7,600 51.4 6,989 54.1 △611

建築・建築付帯 2,643 17.9 2,669 20.6 25

小計 14,494 98.0 12,567 97.2 △1,926

その他の事業 300 2.0 363 2.8 63

計 14,794 100.0 12,931 100.0 △1,863

期末受注残高 23,961 23,271 △690
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