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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10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9月期第1四半期 581 ― △19 ― △24 ― △79 ―
20年9月期第1四半期 1,030 72.9 △10 ― △4 ― △8 ―

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9月期第1四半期 △12.46 ―
20年9月期第1四半期 △1.27 ―

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9月期第1四半期 2,745 1,506 54.9 236.59
20年9月期 2,465 1,567 63.6 246.16

（参考） 自己資本  21年9月期第1四半期  1,506百万円 20年9月期  1,567百万円

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9月期 ― 5.00 ― 0.00 5.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成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）

（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

第2四半期連結累計期間 2,521 ― 38 ― 57 ― 55 ― 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) 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、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。  

(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 
 当第１四半期連結会計期間から、「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」に準拠して四半期連結財務諸表を作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準
じて記載しております。 
 本資料に記載した予想数値その他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。 
 業績予想の前提となる条件等については、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 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9月期第1四半期 6,375,284株 20年9月期 6,375,284株
② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期 5,851株 20年9月期 5,851株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期 6,369,433株 20年9月期第1四半期 6,369,542株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、いわゆるリーマンショックに伴う米国経済の大幅な

信用収縮が各国における消費者マインドを急激に冷やし、わが国の実体経済において急激な生産調整及び

設備投資の抑制をもたらしました。また、建設業界においては、不動産業界の低迷と連動するかのよう

に、官公庁からの需要は云うに及ばず民間からの需要までが急低下し苛烈な受注競争が続いており、当社

グループを取り巻く事業環境は厳しい状況にあります。  

 このような状況の中で、当社グループは受注の確保に全力を尽くし、当第１四半期連結会計期間の受注

高は４億４千３百万円、完成工事高は５億８千１百万円となりました。また、利益については、見積想定

額を大幅に上回る材料費の高騰等により営業損失は１千９百万円、経常損失は２千４百万円、金融市場低

迷を背景とする有価証券の減損処理等により四半期純損失は７千９百万円となりました。  

 なお、当社グループでは、主たる事業である電気工事業の工事の完成引渡しが第２四半期連結会計期間

及び第４四半期連結会計期間に集中するため、第１四半期連結会計期間の完成工事高の計上額が少なくな

る傾向にあります。他方、販売費及び一般管理費は定常的に発生しています。これらの結果、第１四半期

連結会計期間の業績については、完成工事高に対する販売費及び一般管理費の負担割合が大きくなる傾向

にあります。 

  

当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ２億７千９百万円増加し、27

億４千５百万円となっております。また、負債は、前連結会計年度末に比べ３億４千万円増加し、12億

３千８百万円となっております。純資産は、前連結会計年度末に比べ６千万円減少し、15億６百万円と

なっております。  

 資産の増加の主な要因は、完成工事未収入金が３億１千９百万円減少したものの、現金預金が２億９

千万円増加したこと、及び未成工事支出金が３億３千６百万円増加したことによるものであります。  

 負債の増加の主な要因は、短期借入金が２億２千万円増加したこと、及び未成工事受入金が１億７千

３百万円増加したことによるものであります。  

 純資産の減少の主な要因は、その他有価証券評価差額金が１千８百万円増加したものの、利益剰余金

が７千９百万円減少したことによるものであります。  

  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末

に比べ、営業活動により６千８百万円増加し、投資活動により２百万円増加し、財務活動により２億１

千９百万円増加しました。その結果、当第１四半期連結会計期間末の資金残高は５億６千３百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ２億９千万円増加しております。  

 営業活動によるキャッシュ・フローの増加の主な要因は、売上債権が３億１千９百万円減少したこ

と、及び未成工事受入金が１億７千３百万円増加したことによるものであります。  

 投資活動によるキャッシュ・フローの増加の主な要因は、貸付金の回収による収入が３百万円あった

ことによるものであります。  

 財務活動によるキャッシュ・フローの増加の主な要因は、短期借入金が２億２千万円増加したことに

よるものであります。 

  

当第１四半期連結会計期間において営業損失を計上しておりますが、これは、主たる事業である電気工

事業の工事の完成引渡し予定日が、得意先の多くの会計年度末である第２四半期連結会計期間及び第４四

半期連結会計期間に偏った結果であります。また、期首に計画した施策を強力に推進することにより、利

益の確保に努めてまいります。  

 そのため、平成21年９月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想については、「平成20年

９月期 決算短信」(平成20年11月14日付)にて公表した連結業績予想に変更はありません。 
  
  

・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

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

① 当第１四半期連結会計期間から、「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」に準拠して四半期連結財務諸表を作成し、「建設業法施行規

則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

  

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法)に変更しております。  

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

③ 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結

会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。  

 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) 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

① 簡便な会計処理

ａ．固定資産の減価償却費の算定方法

ｂ．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

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 563,363 272,865 

完成工事未収入金 483,889 803,071 

未成工事支出金 578,003 241,646 

繰延税金資産 31,387 31,387 

その他 88,930 63,048 

貸倒引当金 △4,810 △2,520 

流動資産合計 1,740,764 1,409,499 

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 345,702 345,557 

機械・運搬具 124,917 110,493 

工具器具・備品 187,519 187,517 

土地 338,288 338,288 

その他 500 500 

減価償却累計額 △485,299 △476,786 

有形固定資産計 511,628 505,570 

無形固定資産 10,023 10,228 

投資その他の資産   

投資有価証券 209,103 252,887 

長期貸付金 562,310 566,242 

その他 281,000 290,492 

貸倒引当金 △569,789 △569,789 

投資その他の資産計 482,625 539,832 

固定資産合計 1,004,277 1,055,631 

資産合計 2,745,041 2,465,131 



(単位：千円)

当第１四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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 362,165 410,612 

短期借入金 220,000  

未払法人税等 3,747 13,885 

未成工事受入金 261,315 87,397 

賞与引当金 27,520 55,670 

工事損失引当金 12,927 17,233 

完成工事補償引当金 1,470 1,830 

その他 77,357 49,373 

流動負債合計 966,503 636,002 

固定負債   

退職給付引当金 246,849 243,582 

再評価に係る繰延税金負債 17,636 17,636 

その他 7,137  

固定負債合計 271,624 261,218 

負債合計 1,238,128 897,220 

純資産の部   

株主資本   

資本金 989,669 989,669 

資本剰余金 821,016 821,016 

利益剰余金 △104,399 △25,010 

自己株式 △1,846 △1,846 

株主資本合計 1,704,439 1,783,828 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33,357 △51,749 

土地再評価差額金 △164,168 △164,168 

評価・換算差額等合計 △197,526 △215,918 

純資産合計 1,506,913 1,567,910 

負債純資産合計 2,745,041 2,465,131 



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

完成工事高 581,246

完成工事原価 453,840

完成工事総利益 127,405

販売費及び一般管理費 146,745

営業損失（△） △19,339

営業外収益  

受取利息 523

その他 1,055

営業外収益合計 1,579

営業外費用  

支払利息 1,084

手形売却損 149

持分法による投資損失 5,006

その他 565

営業外費用合計 6,805

経常損失（△） △24,566

特別損失  

投資有価証券評価損 52,239

特別損失合計 52,239

税金等調整前四半期純損失（△） △76,805

法人税、住民税及び事業税 2,583

法人税等合計 2,583

四半期純損失（△） △79,388



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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利益 △76,805

減価償却費 9,084

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,290

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,150

その他の引当金の増減額（△は減少） △1,398

受取利息及び受取配当金 △523

支払利息 1,084

投資有価証券評価損益（△は益） 52,239

持分法による投資損益（△は益） 5,006

売上債権の増減額（△は増加） 319,182

未成工事支出金の増減額（△は増加） △336,357

仕入債務の増減額（△は減少） △48,446

未成工事受入金の増減額（△は減少） 173,918

その他 8,740

小計 79,865

利息及び配当金の受取額 3,599

利息の支払額 △1,084

法人税等の支払額 △11,667

その他の支出 △1,807

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,905

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △3,300

投資有価証券の売却による収入 1,853

貸付金の回収による収入 3,932

その他 △245

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,240

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） 220,000

その他 △648

財務活動によるキャッシュ・フロー 219,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 290,497

現金及び現金同等物の期首残高 272,865

現金及び現金同等物の四半期末残高 563,363



当第１四半期連結会計期間から、「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」に準拠して四半期連結財務諸表を作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年

建設省令第14号)に準じて記載しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

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。 

  

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１四半期連結累計期間(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１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)

(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１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)



前年同四半期に係る財務諸表等 

(要約)前年同四半期連結損益計算書 

  

「参考」

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 完成工事高 1,030,915

Ⅱ 完成工事原価 919,413

   完成工事総利益 111,501

Ⅲ 販売費及び一般管理費 121,911

 １ 役員報酬 14,851

 ２ 従業員給料手当 29,874

 ３ 賞与引当金繰入額 9,984

 ４ 退職給付費用 2,926

 ５ 法定福利費 8,925

 ６ 通信交通費 7,683

 ７ 動力用水光熱費 2,243

 ８ 地代家賃 11,179

 ９ 減価償却費 3,765

 10 事業税等 3,706

 11 その他 26,771

   営業損失(△) △10,409

Ⅳ 営業外収益 10,603

 １ 受取利息 7,523

 ２ 受取配当金 2,850

 ３ その他 230

Ⅴ 営業外費用 4,561

 １ 持分法による投資損失 3,064

 ２ その他 1,496

   経常損失(△) △4,366

Ⅵ 特別損失 1,546

 １ 投資有価証券売却損 1,546

   税金等調整前四半期純損失(△) △5,912

   税金費用 2,145

   四半期純損失(△) △8,058



  

(要約)前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 
  

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純損失(△) △5,912

 ２ 減価償却費 6,518

 ３ 賞与引当金の増加・減少(△)額 △35,100

 ４ 役員賞与引当金の減少(△)額 △14,000

 ５ 退職給付引当金の減少(△)額 △11,616

 ６ 受取利息及び配当金 △10,373

 ７ 投資有価証券売却損 1,546

 ８ 持分法による投資損益(△益) 3,064

 ９ その他の営業外収益・特別利益 △230

 10 その他の営業外費用・特別損失 1,496

 11 売上債権の減少額 76,931

 12 未成工事支出金の増加(△)額 △239,243

 13 仕入債務の増加・減少(△)額 △176,814

 14 未成工事受入金の増加・減少(△)額 △105,300

 15 その他債権の増加(△)・減少額 △18,271

 16 その他債務の増加・減少(△)額 21,738

    小計 △505,566

 17 利息及び配当金の受取額 4,798

 18 その他の支出 △520

 19 法人税等の支払額          △8,371

   営業活動によるキャッシュ・フロー △509,661

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △2,250

 ２ 貸付金の回収による収入 59,095

 ３ 保険積立金の払込による支出 282

 ４ その他投資活動による支出 △2,831

 ５ その他投資活動による収入 330

   投資活動によるキャッシュ・フロー 54,625

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  １ 自己株式の取得による支出 △6

 ２ 親会社による配当金の支払額          △19,108

   財務活動によるキャッシュ・フロー △19,114

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △474,150

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 700,799

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 226,648




