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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31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 ％

21年3月期 38,173 △4.2 392 △9.6 432 △1.6 81 △14.4

20年3月期 39,852 △7.2 434 ― 439 620.0 94 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 4.56 ― 0.7 1.6 1.0
20年3月期 5.32 ― 0.8 1.5 1.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―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

21年3月期 27,430 11,495 41.8 645.54
20年3月期 27,808 11,582 41.6 648.41

（参考） 自己資本  21年3月期  11,467百万円 20年3月期  11,555百万円

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

21年3月期 1,235 △165 △44 3,054
20年3月期 369 △316 △91 2,049

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 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 89 94.0 0.8
21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 89 109.7 0.8

22年3月期 
（予想）

― ― ― 5.00 5.00 127.2

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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

18,900 20.1 △860 ― △860 ― △570 ― △32.00

通期 45,800 20.0 300 △23.6 310 △28.3 70 △13.8 3.93
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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）  有  

（注） 詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、15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（会計方針の変更）をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株あたり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株あたり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 弘電社物業管理（北京）有限公司 ） 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 17,940,000株 20年3月期 17,940,000株

② 期末自己株式数 21年3月期 132,733株 20年3月期 118,577株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31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 ％

21年3月期 37,832 △4.0 363 △11.8 404 △3.3 126 49.3
20年3月期 39,415 △7.7 411 ― 417 705.1 84 ―

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

21年3月期 7.08 ―

20年3月期 4.74 ―

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 27,087 11,522 42.5 646.78
20年3月期 27,462 11,548 42.1 647.71

（参考） 自己資本 21年3月期  11,522百万円 20年3月期  11,548百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧くださ
い。 
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①当期の経営成績 

当連結会計年度における我が国経済は、昨年秋以降世界的金融危機による世界同時不況や円高の影響

を受け、輸出産業を中心に急速に企業収益が悪化し、急激な景気後退局面に陥りました。それに伴い経

済環境や雇用環境の悪化が広がり、これにより設備投資や個人消費の減退は避けられず、景気の回復局

面が見えない状況が続きました。 

当業界におきましても、景気の急激な悪化の影響を受け、民間の建設設備投資は延期・中止が相次

ぎ、また公共投資も減少傾向が続き、厳しい環境で推移いたしました。 

この様な状況の中、当社グループの電気設備工事事業はお客様に密着した営業活動と採算性を重視し

た受注確保を最重点課題として活動してまいりました結果、受注工事高は323億41百万円（対前年比

7.3％増）となり、完成工事高は工期延長等の影響により280億59百万円（対前年比1.4％減）となりま

した。 

また、商品販売事業は、下半期以降の急激な景気悪化の影響を受ける中、冷熱住設品は前年並みを確

保したものの、産業用機器品は設備投資の大幅な減少の影響により、売上高の減少を余儀なくされ、商

品売上高は101億14百万円（対前年比11.2％減）と前年を下回りました。この結果、完成工事高と商品

売上高を併せた売上高合計は、381億73百万円（対前年比4.2％減）と前年を下回りました。 

損益につきましては、当社グループ全体での施工方法の改善等による工事原価低減策や資材コストの

圧縮、施工品質の向上、与信管理の徹底、固定費削減策等の諸施策を強力に推進し、経常利益は４億32

百万円（対前年比1.6％減）、当期純利益は81百万円（対前年比14.4％減）となりました。 
  

②次期の見通し 

今後の見通しといたしましては、世界同時不況の中、各国において経済対策が次々打ち出されるな

ど、世界規模での不況脱出が図られており、我が国においても景気浮揚策がとられておりますが、輸出

産業の不振や個人消費の低迷により、景気の先行き不透明感は今後も続くものと思われます。 

このような事業環境の中、当社では平成22年に迎える創業１００周年に向け、強固な経営基盤、安定

した収益、事業の成長を実現するため経営改革・事業革新を断行してまいります。 

昨年下半期より、当社グループでは「ＫＣＩ(弘電社 コスト イノベーション)活動」を推進してお

り、これは業務内容を問わず全従業員が業務の改善活動を行うもので、業務の質的向上によるコスト削

減を図り、企業の競争力を高める活動であります。 

また、各事業本部・各支店においてはプロフィットセンターとしての責任の明確化と業務執行のスピ

ードアップを図るとともに、相互間での「お客様ををサポートするネットワーク体制」と「エリア責

任」をベースとしたマトリックス・マーケット戦略の構築と、それを施工技術力・コスト競争力の向上

で支える、いわゆる立体経営を推し進め、利益を確保する体制を確立してまいります。 

さらに、環境事業であるバッテリー・リユース・システム事業の推進を図るとともに、海外において

は中国現地法人「弘電社機電工程（北京）有限公司」による建設技術コンサルタント事業・総合設備請

負工事事業の拡大を図ってまいります。また、平成21年４月より営業開始する「弘電社物業管理（北

京）有限公司」によるビルメンテナンス事業・建物賃貸業務等により着実に海外事業を伸展させてまい

ります。 

以上のように、当社グループは受注・売上の拡大と安定した利益の確保ができる体制とすることで、

企業価値の維持・向上を図り、技術と創造力で、より豊かな人間社会の実現に貢献する企業グループを

目指し、創業１００周年に向け今後とも邁進する所存であります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

㈱弘電社（1948）　平成21年３月期　決算短信
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①資産、負債及び純資産の状況 

資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、３億12百万円の減少となりました。これは主として現金及び

預金の増加９億58百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少12億32百万円等によるものでありま

す。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ、64百万円の減少となりました。これは主として有形固定資産

の減価償却費等１億18百万円等によるものであります。 

負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ、２億28百万円の減少となりました。これは主として支払手

形・工事未払金等の減少11億60百万円、未成工事受入金の増加９億78百万円によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ、61百万円の減少となりました。これは主として退職給付引当

金のうち企業年金部分を前払年金費用等に振替えたことによる減少１億19百万円、役員退職慰労引当金

の増加39百万円等によるものであります。 

純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、87百万円の減少となりました。これは主としてその他有価

証券評価差額金の減少59百万円によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は30億54百万円

となり、前連結会計年度末より10億５百万円増加となりました。  

各キャッシュ・フロ－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 

営業活動による資金の増加は12億35百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益４億３

百万円、売上債権の減少12億32百万円、未払消費税の減少２億３百万円、仕入債務の減少11億60百万

円、未成工事受入金の増加９億78百万円等によるものであります。  

 また、前連結会計年度と比べ８億65百万円の増加となりました。 

  

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動による資金の減少は１億65百万円となりました。これは主に貸付けによる支出１億28百万

円、その他の投資等取得による支出91百万円、定期預金の解約による収入46百万円等によるものであり

ます。  

 また、前連結会計年度と比べ１億51百万円の増加となりました。  

  

財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動による資金の減少は44百万円となりました。これは主に配当金の支払88百万円、短期借入金

純増加額50百万円等によるものであります。  

 また、前連結会計年度と比べ46百万円の増加となりました。 

  

  

(2) 財政状態に関する分析

㈱弘電社（1948）　平成21年３月期　決算短信
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(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営方針として位置付け、財務体質の強化と将来の事

業展開に備えるための内部留保の充実、また、今後の業績の動向等を総合的に判断し、安定的な配当に

努めることを基本方針としております。 

上記の方針に基づき、当期の配当につきましては１株当たり５円の配当といたします。また、次期の

配当金につきましても、上記の基本方針に基づき、１株あたり５円の配当を予定しております。 

  

①海外投資について 

当社グループは経済成長の続く中国において、総合設備請負工事事業、内装工事事業及びグループ内

からの設計・積算業務委託並びに日系企業等への建設技術コンサルタント事業等を事業目的とした

100％子会社の「弘電社機電工程（北京）有限公司」と建物賃貸事業、ビルメンテナンス事業等を事業

目的とした「弘電社物業管理（北京）有限公司」を中華人民共和国北京市に設立し事業を展開していま

す。しかしながら、為替変動や人件費の高騰、昨今の世界同時不況による日系企業の投資抑制等、建設

需要が冷え込む可能性があります。また、法的規制や変更、商習慣、慣習の違い、雇用問題等不測の事

態が発生した場合、経営状態が大きく変動する可能性があるなど、カントリーリスクが存在していま

す。 

  

②景気変動について 

当社グループは、ＣＡＤセンターによる現場業務の効率化や中国子会社での設計・積算業務の推進に

よるコスト低減を図ることにより価格対応力を高め、受注活動を有利に導き目標達成を図ることとして

います。しかしながら、景気動向により民間需要の冷え込みや公共投資の縮小による当社グループの受

注量の減少、また、受注競争激化による粗利率の低下により、当社グループの業績に悪影響が出る可能

性があります。 

  

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 47.9 42.9 39.0 41.6 41.8

時価ベースの 
自己資本比率（％）

23.4 35.5 21.9 13.7 7.8

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率（％）

214.5 ― ― 377.8 117.1

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍)

31.6 ― ― 12.6 45.4

(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

㈱弘電社（1948）　平成21年３月期　決算短信
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③親会杜の業績変動について 

当社の親会杜は三菱電機株式会社であり、当連結会計年度末現在、当社議決権の51.9％(間接所有分

0.4％を含む)を所有しております。 

当社グループは親会社より当連結会計年度において47億44百万円の工事を受注しており、当社グルー

プの全受注工事高の14.7％を占めています。そのため、親会杜の経営成績及び設備投資状況は、当社グ

ループの経営成績に大きく影響を与える可能性があります。 

  

④退職給付債務について 

従業員退職給付費用及び債務は、割引率、年金資金長期収益等、数理計算上で設定され、割引率の低

下等実際の結果が前提条件と異なる場合、当初算出された費用及び債務に影響を及ぼします。 

また、当社においては、適格年金制度のほか、退職給付信託を設定し年金資産の運用を行っており、

割引率低下や年金資産運用利回りの悪化は、業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤工事損失引当金について 

厳しい受注環境が続く中、受注価格の下落が今後も続き損失が見込まれる工事の受注が生じた場合に

は、工事損失引当金を計上することにより業績に悪影響が生じる可能性があります。 

㈱弘電社（1948）　平成21年３月期　決算短信
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当社の企業集団は、当社、子会社４社、親会社、親会社の子会社１社で構成され、電気設備工事事業（屋

内線工事、送電線工事、発変電工事、通信工事、空調工事の設計・施工・請負）並びに商品販売事業（汎用

電気機器、産業用電気・電子機器、冷熱住設機器、昇降機等の販売）を主な事業として事業活動を展開して

おります。 

当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。な

お、事業の種類別セグメントとは同一の区分です。 

  

電気設備工事事業  

当社の受注した電気設備工事の一部につき、その施工の一部を子会社の弘電工事株式会社、株式会社弘電

テクノス、弘電社機電工程（北京）有限公司に、設計積算等業務の一部を子会社弘電社機電工程（北京）有

限公司に、機器の一部については親会社三菱電機株式会社に発注しております。また、工事の一部につき、

親会社三菱電機株式会社より受注しております。 

商品販売事業 

親会社三菱電機株式会社との代理店契約・特約店契約等に基づき、同社の製造する商品を当社が仕入・販

売しており、また、同社子会社である三菱電機住環境システムズ株式会社より、親会社三菱電機株式会社の

製造する住宅設備機器及び冷熱住設機器を当社が仕入・販売しております。 

  

  

事業の系統図は次のとおりであります。 

  

 

（注）※１ ビルメンテナンス業務は、平成21年３月31日で終了。 

   ※２ 建物賃貸業務及びビルメンテナンス業務は、平成21年４月１日より開始。 

2. 企業集団の状況
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当社グループは「創造する喜びを通して、豊かな人間社会の実現に貢献する」ことを企業理念とし、

「電気」という社会的貢献度の高い事業の担い手として、存在価値の高い企業を目指しております。 

その実現のために 

①顧客第一の精神に徹する。 

②社会ニーズ、変化を先取りする技術集団をつくる。 

③人を活かし、人を育てる、人間尊重の企業を目指す。 

④信用を高め、業界での確固たる地位を築く。 

⑤適正利潤を確保し、企業発展基盤を確立する。 

を経営の基本方針とし、社会が企業に対し求めている安全の確保・品質の向上・環境の保全に努め

て、社会への貢献を果たしてまいります。 

  

当社を取巻く建設業界では、世界同時不況の影響を受け設備投資の抑制傾向が強まり、また公共投資

も依然減少傾向が続くなど、受注環境の厳しさはさらに一段と厳しくなるものと思われ、当社グループ

の経営状況も予断を許さないものと予測されます。 

このような環境下で、強固な経営基盤をベースにした、高い収益力を確保出来る企業への転換を最優

先課題とし、 

①各事業本部・各支店の事業損益責任の明確化と業務執行のスピードアップ 

②エリアマーケティングによる効率的受注戦略の実施 

③コスト企画部による、見積価格の策定支援とコスト競争力の強化 

④技術本部による技術力の体系的管理の確立及び営業部門・工事部門への技術サポートの実施 

⑤コンプライアンスの徹底及びリスク管理の強化 

⑥人材（財）育成、風土改革の推進 

⑦中国子会社による現地請負工事等の受注拡大 

⑧環境事業であるバッテリー・リユース・システム事業の推進 

等の基本施策を実施するとともに、ＩＳＯ9001による品質の維持・向上と、ＩＳＯ14001による地球

環境の保全への積極的取り組みを実施し、企業価値の向上に努めてまいります。 

  

当社は、企業倫理の確立と法令遵守体制を強化し、経営者、従業員ともに遵法意識を高め企業の社会

的責任を果たしつつ、透明性の高い経営に努めてまいります。また、管理体制面では内部統制システム

の整備・運用を図りコーポレートガバナンスの充実・強化に取組んでまいります。 

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 会社の対処すべき課題
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(1)連結貸借対照表 

4.連結財務諸表

（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,105 3,063 

受取手形・完成工事未収入金等 16,478 15,246 

未成工事支出金 1,633 1,954 

商品 473 498 

短期貸付金 503 628 

繰延税金資産 732 527 

その他 746 442 

貸倒引当金 △33 △32 

流動資産合計 22,640 22,327 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,568 1,493 

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 91 65 

土地 938 921 

有形固定資産合計 2,598 2,479 

無形固定資産 55 74 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,227 1,129 

繰延税金資産 460 413 

その他 1,131 1,310 

貸倒引当金 △306 △304 

投資その他の資産合計 2,513 2,548 

固定資産合計 5,167 5,103 

資産合計 27,808 27,430 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 12,300 11,139 

短期借入金 1,397 1,447 

未払法人税等 62 66 

賞与引当金 331 338 

完成工事補償引当金 7 10 

工事損失引当金 6 13 

未成工事受入金 560 1,538 

その他 1,086 970 

流動負債合計 15,753 15,524 

固定負債 

退職給付引当金 200 80 

役員退職慰労引当金 113 153 

その他 158 177 

固定負債合計 472 410 

負債合計 16,225 15,935 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,520 1,520 

資本剰余金 1,071 1,070 

利益剰余金 8,913 8,905 

自己株式 △44 △46 

株主資本合計 11,460 11,449 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 78 18 

為替換算調整勘定 16 △1 

評価・換算差額等合計 95 17 

少数株主持分 26 27 

純資産合計 11,582 11,495 

負債純資産合計 27,808 27,430 
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(2)連結損益計算書 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

完成工事高 28,465 28,059 

商品売上高 11,387 10,114 

売上高合計 39,852 38,173 

売上原価 

完成工事原価 27,170 26,701 

商品売上原価 9,891 8,790 

売上原価合計 37,062 35,491 

売上総利益 

完成工事総利益 1,294 1,357 

商品売上総利益 1,495 1,324 

売上総利益 2,790 2,682 

販売費及び一般管理費 2,356 2,290 

営業利益 434 392 

営業外収益 

受取利息 12 5 

受取配当金 13 14 

受取家賃 88 83 

貸倒引当金戻入額 1 3 

受取保険金 10 40 

その他 23 13 

営業外収益合計 150 161 

営業外費用 

支払利息 29 27 

売上割引 28 27 

固定資産除却損 1 7 

賃貸費用 46 47 

その他 38 11 

営業外費用合計 144 121 

経常利益 439 432 

特別損失 

減損損失 21 29 

特別損失合計 21 29 

税金等調整前当期純利益 417 403 

法人税、住民税及び事業税 66 37 

法人税等調整額 245 283 

法人税等 311 320 

少数株主利益 11 1 

当期純利益 94 81 
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(3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,520 1,520 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,520 1,520 

資本剰余金 

前期末残高 1,071 1,071 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 1,071 1,070 

利益剰余金 

前期末残高 8,907 8,913 

当期変動額 

剰余金の配当 △89 △89 

当期純利益 94 81 

自己株式の処分 － △0 

当期変動額合計 5 △8 

当期末残高 8,913 8,905 

自己株式 

前期末残高 △40 △44 

当期変動額 

自己株式の取得 △3 △3 

自己株式の処分 0 1 

当期変動額合計 △3 △2 

当期末残高 △44 △46 

株主資本合計 

前期末残高 11,457 11,460 

当期変動額 

剰余金の配当 △89 △89 

当期純利益 94 81 

自己株式の取得 △3 △3 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 2 △10 

当期末残高 11,460 11,449 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 187 78 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△108 △59 

当期変動額合計 △108 △59 

当期末残高 78 18 

為替換算調整勘定 

前期末残高 14 16 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

2 △17 

当期変動額合計 2 △17 

当期末残高 16 △1 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 201 95 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△106 △77 

当期変動額合計 △106 △77 

当期末残高 95 17 

少数株主持分 

前期末残高 15 26 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 0 

当期変動額合計 11 0 

当期末残高 26 27 

純資産合計 

前期末残高 11,675 11,582 

当期変動額 

剰余金の配当 △89 △89 

当期純利益 94 81 

自己株式の取得 △3 △3 

自己株式の処分 0 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △95 △76 

当期変動額合計 △92 △87 

当期末残高 11,582 11,495 
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

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 417 403

減価償却費 139 127

減損損失 21 29

投資有価証券評価損益（△は益） 14 0

有価証券売却損益（△は益） 2 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 95 △1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 4 2

工事損失引当金の増減額（△は減少） △186 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △350 △244

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 33 39

受取利息及び受取配当金 △26 △20

支払利息 29 27

受取保険金 △10 △40

固定資産除却損 1 7

売上債権の増減額（△は増加） 1,849 1,232

未払金の増減額（△は減少） 393 △227

未成工事支出金の増減額（△は増加） △164 △320

たな卸資産の増減額（△は増加） 39 △25

仕入債務の増減額（△は減少） △1,874 △1,160

未成工事受入金の増減額（△は減少） △189 978

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 6

未収消費税等の増減額（△は増加） 24 △59

未払消費税等の増減額（△は減少） 199 △203

その他 △3 691

小計 472 1,250

利息及び配当金の受取額 26 20

利息の支払額 △29 △27

保険金の受取額 10 40

法人税等の支払額 △109 △48

営業活動によるキャッシュ・フロー 369 1,235

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 △46 －

定期預金の払戻による収入 － 46

有価証券の取得による支出 △4 －

有価証券の売却による収入 1 －

有形固定資産の取得による支出 △34 △21

無形固定資産の取得による支出 △8 △11

投資有価証券の取得による支出 △24 －

投資有価証券の売却による収入 7 6

その他の支出 △40 △91

その他の収入 35 30

貸付けによる支出 △203 △128

貸付金の回収による収入 1 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △316 △165

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） － 50

自己株式の純増減額（△は増加） △3 △2

配当金の支払額 △87 △88

その他 － △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △91 △44

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △36 1,005

現金及び現金同等物の期首残高 2,085 2,049

現金及び現金同等物の期末残高 2,049 3,054
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該当事項はありません。 

(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(6)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 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

 至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)
１．連結の範囲に関す

る事項
すべての子会社(３社）を連結しておりま
す。

すべての子会社（４社）を連結しておりま
す。

連結子会社名は、弘電工事株式会社、株式
会社弘電テクノス並びに弘電社機電工程(北
京)有限公司であります。

連結子会社名は、弘電工事株式会社、株式
会社弘電テクノス、弘電社機電工程（北
京）有限公司並びに弘電社物業管理（北
京）有限公司であります。

このうち当連結会計年度に弘電社物業管理
（北京）有限公司を、建物の設備保守及び
賃貸等を事業目的として中華人民共和国北
京市に新たに設立いたしました。

２．持分法の適用に関
する事項

持分法適用会社はありません。 持分法適用会社はありません。

３．連結子会社の事業
年度等に関する事
項

連結子会社である弘電工事株式会社の決算
日は平成20年１月31日であります。連結財
務諸表の作成に当たっては同決算日現在の
財務諸表を使用しております。ただし、平
成20年２月１日から連結決算日平成20年３
月31日までの期間に発生した重要な取引に
ついては連結上必要な調整を行っておりま
す。

連結子会社である弘電工事株式会社の決算
日は平成21年１月31日であります。連結財
務諸表の作成に当たっては同決算日現在の
財務諸表を使用しております。ただし、平
成21年２月１日から連結決算日平成21年３
月31日までの期間に発生した重要な取引に
ついては連結上必要な調整を行っておりま
す。

また、弘電社機電工程（北京）有限公司の
決算日は平成19年12月31日であります。連
結財務諸表の作成に当たっては同決算日現
在の財務諸表を使用しております。ただ
し、平成20年１月１日から連結決算日平成
20年３月31日までの期間に発生した重要な
取引については、連結上必要な調整を行っ
ております。 
なお、株式会社弘電テクノスの決算日は、
連結決算日と一致しております。

また、弘電社機電工程（北京）有限公司並
びに弘電社物業管理（北京）有限公司の決
算日は平成20年12月31日であります。連結
財務諸表の作成に当たっては同決算日現在
の財務諸表を使用しております。ただし、
平成21年１月１日から連結決算日平成21年
３月31日までの期間に発生した重要な取引
については、連結上必要な調整を行ってお
ります。 
なお、株式会社弘電テクノスの決算日は、
連結決算日と一致しております。

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 (１)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法 ①有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 満期保有目的の債券

移動平均法による償却原価法（定額
法）

同左

その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの

連結決算期末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）

同左
  
 
 

時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法 同左
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項目

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

 至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)
②たな卸資産の評価基準及び評価方法 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金 未成工事支出金

個別法による原価法 同左

商品 商品

移動平均法による原価法 移動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よ
る簿価切下げの方法）

────────────── （会計方針の変更）  
 「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日公表分）を当連結会計年度から適
用し、評価基準については、原価法か
ら原価法（貸借対照表価額については
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。 
 この結果、従来の方法によった場合
に比べて、当連結会計年度の売上総利
益、営業利益、経常利益及び税金等調
整前当期純利益が17百万円それぞれ減
少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響
は、当該個所に記載しております。

(２）固定資産の減価償却方法 (２)固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 ①有形固定資産(リース資産を除く)

定率法 同左

ただし、平成10年４月１日以降取得し
た建物（附属設備は除く）について
は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。

建物・構築物３年～50年

工具器具・備品２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、当連結会計年度から、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。 
 これによる当連結会計年度の損益に与え
る影響は、軽微であります。
（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。 
 これによる当連結会計年度の損益に与え
る影響は、軽微であります。
②無形固定資産 ②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法 同左

ただし、自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法によっており
ます。
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項目
前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

 至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)
────────── ③リース資産

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 
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。

（会計方針の変更）
「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）を当連結
会計年度から適用し、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、リース資産として
計上しております。 
 なお、リース取引開始日が会計基準適
用初年度開始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。  
 この結果、従来の方法によった場合に
比べて、リース資産が無形固定資産に20
百万円計上されており、営業利益、経常
利益及び税金等調整前当期純利益に与え
る影響はありません。

(３)引当金の計上基準 (３)引当金の計上基準

①貸倒引当金 ①貸倒引当金

債権の貸倒れ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。

同左

②賞与引当金 ②賞与引当金
従業員の賞与に充てるため、賞与支給
見込額を計上しております。

同左

③完成工事補償引当金 ③完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備え
るため、当連結会計年度の完成工事高
に対する将来の見積補償額を計上して
おります。

同左

④工事損失引当金 ④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、かつ、その金額を
合理的に見積ることのできる工事につ
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。

同左

⑤退職給付引当金 ⑤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及
び年金資産の見込額に基づき計上して
おります。

同左

数理計算上の差異は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間年数による定
額法により按分した額をそれぞれ発生
の翌連結会計年度より費用処理するこ
ととしております。
また、執行役員の退職金の支給に備え
るため、連結会計年度末要支給額を計
上しております。
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項目
前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

 至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)
⑥役員退職慰労引当金 ⑥役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるた
め、内規に基づく当連結会計年度末要
支給額を計上しております。

同左

(４)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への
換算基準

(４)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への
換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の
直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理しておりま
す。

同左

なお、在外連結子会社の資産及び負債
は、連結決算日の直物為替相場により
円貨に換算し、収益及び費用は期中平
均相場により円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における為替換算調整勘
定に含めております。

(５)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。

(６)その他連結財務諸表作成のための基本
となる事項

(６)その他連結財務諸表作成のための基本
となる事項

①長期請負工事の収益計上処理 ①長期請負工事の収益計上処理

工期1年以上、かつ請負金額1億円以上
の工事については工事進行基準によっ
ており、工事進行基準による完成工事
高は、6,063百万円であります。

工期1年以上、かつ請負金額1億円以上
の工事については工事進行基準によっ
ており、工事進行基準による完成工事
高は、7,815百万円であります。

②消費税等の会計処理 ②消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式によっております。

同左

５．連結子会社の資産
及び負債の評価の
方法

全面時価評価法によっております。 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か月以内
に満期日又は償還日の到来する短期投資か
らなっております。

同左

(7)表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

─────────────

 

（連結損益計算書)

前連結損益計算書において営業外収益の「その他」に
含めて表示していた「受取保険金」については、当連結
会計年度において、営業外収益の総額の100分の10を超
えたため、当連結会計年度において区分掲記しておりま
す。
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(8)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20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

担保資産及び担保付債務 担保資産及び担保付債務

 

担保資産 建 物 76 百万円

土 地 27 〃

計 104 百万円

担保付債務 短期借入金 237 百万円
 

担保資産 建 物 72 百万円

土 地 27 〃

計 99 百万円

担保付債務 短期借入金 287 百万円

有形固定資産の減価償却累計額    2,820 百万円 有形固定資産の減価償却累計額    2,838 百万円

   （うち、減損損失累計額    180 百万円)  (うち、減損損失累計額    189 百万円)

保証債務 保証債務

  従業員の住宅ローンに対する保証 29 百万円  従業員の住宅ローンに対する保証 24 百万円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

  至 平成20年３月31日）  至 平成21年３月31日）

販売費及び一般管理費の主なもの 販売費及び一般管理費の主なもの

 

従業員給料手当 784 百万円

賞与引当金繰入額 68  〃

役員退職慰労引当金繰入額 33  〃

貸倒引当金繰入額 106  〃
 

従業員給料手当 767 百万円

賞与引当金繰入額 69   〃

役員退職慰労引当金繰入額 52   〃

貸倒引当金繰入額 4   〃

研究開発費 研究開発費

一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費 一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費

9 百万円 9 百万円
当社グループは、以下の資産について減損損失を計上い
たしました。

当社グループは、以下の資産について減損損失を計上い
たしました。

 

用途 種類 場所 金額

売却予定資産 土地 茨城県小美玉市 21百万円

計 21百万円

 

用途 種類 場所 金額

売却予定資産 土地 茨城県小美玉市 12百万円

売却予定資産 土地建物 茨城県土浦市 16百万円

計 29百万円

（経緯） 
茨城県小美玉市の売却予定資産とした土地については地
価がさらに下落しましたので、回収可能価額まで減額
し、減損損失を認識いたしました。  
  
 
  
 
 

（経緯）
茨城県小美玉市の売却予定資産とした土地については地
価がさらに下落しましたので、回収可能価額まで減額
し、減損損失を認識いたしました。なお、茨城県小美玉
市の土地建物については、取締役会議(平成21年1月)にて
東関東支店及び倉庫等として活用することを決議し、売
却予定資産から電気設備工事へグルーピングの変更をし
ております。この結果、従来の同一の基準を採用した場
合と比較して、税金等調整前当期純利益に与える影響は
ありません。
茨城県土浦市の土地建物につきましては従来、東関東支
店として使用しておりましたが、東関東支店移転に伴
い、電気設備工事から売却予定資産へグルーピングを見
直し回収可能額まで減額し、減損損失を認識いたしまし
た。

（グルーピングの方法）  
原則として事業の種類別セグメントである電気設備工
事、商品販売に区分いたしました。ただし、売却予定資
産、賃貸用資産、遊休資産は、個々の物件単位でグルー
ピングしております。

（グルーピングの方法）
 同左 
  
 
 

（回収可能価額の算定方法） 
回収可能価額は正味売却価額により測定しており、建物
及び土地については不動産鑑定評価基準に基づいて評価
しております。

（回収可能価額の算定方法）
 同左
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式及び自己株式に関する事項 

 
 （注）１ 増加12,537株は、単元未満株式の買取りによるものである。 

  ２ 減少2,060株は、単元未満株式の買増請求による売渡しによるものである。 
  

２．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期となるもの 

 
  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式及び自己株式に関する事項 

 
  (注) １ 増加17,572株は、単元未満株式の買取りによるものである。 

 ２ 減少3,416株は、単元未満株式の買増請求による売渡しによるものである。 
  

２．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期となるもの 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末 
株式数（株）

発行済株式

 普通株式 17,940,000 ─ ─ 17,940,000

合計 17,940,000 ─ ─ 17,940,000

自己株式

 普通株式（注） 108,100 12,537 2,060 118,577

合計 108,100 12,537 2,060 118,577

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月26日 
取締役会

普通株式 89 ５ 平成19年３月31日 平成19年６月14日

決議
株式の 
種類

配当の 
原資

配当金の総額
（百万円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月15日 
取締役会

普通
株式

利益 
剰余金

89 ５ 平成20年３月31日 平成20年６月13日

前連結会計年度末 
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末 
株式数（株）

発行済株式

 普通株式 17,940,000 ― ― 17,940,000

合計 17,940,000 ― ― 17,940,000

自己株式

 普通株式（注） 118,577 17,572 3,416 132,733

合計 118,577 17,572 3,416 132,733

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月15日 
取締役会

普通株式 89 ５ 平成20年３月31日 平成20年６月13日

決議
株式の 
種類

配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年４月27日 
取締役会

普通
株式

利益 
剰余金

89 ５ 平成21年３月31日 平成21年６月11日
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(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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,105百万円

預入期間３か月超の定期預金 △55 〃

現金及び現金同等物 2,049百万円

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 3,063百万円

預入期間３か月超の定期預金 △9 〃

現金及び現金同等物 3,054百万円
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
１．①事業の区分は、取扱品目の種類に応じた区分としております。 

  ②各区分の主な取扱品目 

   電気設備工事…屋内線工事、送電線工事、発変電工事、通信工事、空調工事 

   商品販売  …制御・計測用電子機械器具、変電設備機械器具、工作機械器具、  

          情報通信機械器具、冷凍・空調機械器具、昇降機・監視制御装置  

  ③営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度 1,134百万円、当

連結会計年度 1,168百万円であります。その主なものは、提出会社本社の総務部等管理部門に係る費用であり

ます。  

  ④資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度 7,989百万円、当連結会計年度

7,973百万円であります。  

その主なものは、提出会社での余資運用資金、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に

係る資産等であります。  

  ⑤減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

（会計方針の変更） 

   「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日公表分）を当連結会計年度から

適用し、評価基準については、原価法から原価法（貸借対照表価額については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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益が、商品販売で17百万円減少

しております。 

(セグメント情報)

事業の種類別セグメント情報

電気設備工事
(百万円)

商品販売
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 
(百万円)

連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 28,465 11,387 39,852 ─ 39,852

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 ─ 223 223 (223) ─

計 28,465 11,610 40,076 (223) 39,852

  営業費用 27,243 11,264 38,507 910 39,418

  営業利益 1,221 346 1,568 (1,134) 434

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

  資産 14,280 5,538 19,818 7,989 27,808

  減価償却費 28 1 30 109 139

  減損損失 ─ ─ ─ 21 21

  資本的支出 19 ─ 19 16 35

電気設備工事
(百万円)

商品販売
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 
(百万円)

連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 28,059 10,114 38,173 ─ 38,173

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 ─ 186 186 (186) ─

計 28,059 10,301 38,360 (186) 38,173

  営業費用 26,802 9,996 36,799 982 37,781

  営業利益 1,256 304 1,561 (1,168) 392

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

  資産 15,124 4,333 19,457 7,973 27,430

  減価償却費 26 0 26 100 127

  減損損失 ─ ─ ─ 29 29

  資本的支出 38 0 38 19 57
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31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 135 百万円

工事進行基準に係る否認額 137 〃

工事損失引当金 2 〃

投資有価証券評価損 115 〃

退職給付引当金 413 〃

役員退職慰労引当金 46 〃

貸倒引当金 108 〃

減損損失 298 〃

税務上の繰越欠損金 448 〃

その他 81 〃

繰延税金資産小計 1,787 〃

評価性引当額 △548 〃

繰延税金資産合計 1,238 〃

 

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 137 百万円

工事進行基準に係る否認額 164 〃

工事損失引当金 5 〃

投資有価証券評価損 115 〃

退職給付引当金 349 〃

役員退職慰労引当金 62 〃

貸倒引当金 113 〃

減損損失 310 〃

税務上の繰越欠損金 177 〃

固定資産未実現利益 29 〃

その他 77 〃

繰延税金資産小計 1,542 〃

評価性引当額 △587 〃

繰延税金資産合計 955 〃

 

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △46 百万円

繰延税金負債合計 △46 〃

繰延税金資産の純額 1,192 〃
 

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △14 百万円

繰延税金負債合計 △14 〃

繰延税金資産の純額 940 〃

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

 

 法定実効税率 40.69％

 (調整)

 交際費等永久に損金に算入されない項目 25.47％

 住民税均等割等 8.20％

 評価性引当金 0.73％

 その他 △0.47％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 74.62％

 

法定実効税率 40.69％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 21.93％

住民税均等割等 9.24％

評価性引当金 9.59％

海外連結子会社の税率差異 △2.65％

その他 0.72％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 79.52％
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 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 648.41円 １株当たり純資産額 645.54円

１株当たり当期純利益 5.32円 １株当たり当期純利益 4.56円

項目
前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 11,582 11,495

普通株式に係る純資産額(百万円) 11,555 11,467

差額の主な内訳(百万円)

 少数株主持分 26 27

普通株式の発行済株式数(千株) 17,940 17,940

普通株式の自己株式数(千株) 118 132

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

17,821 17,807

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 94 81

普通株式に係る当期純利益（百万円） 94 81

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,824 17,814
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(1)貸借対照表 

5.個別財務諸表

（単位：百万円） 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,990 2,468 

受取手形 2,833 2,102 

完成工事未収入金 10,748 10,653 

売掛金 2,746 2,244 

未成工事支出金 1,573 1,928 

商品 473 498 

関係会社短期貸付金 498 621 

前払費用 3 3 

繰延税金資産 732 527 

立替金 351 5 

未収入金 330 715 

その他 46 146 

貸倒引当金 △32 △31 

流動資産合計 22,297 21,883 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 1,463 1,025 

構築物（純額） 27 26 

機械及び装置（純額） 21 15 

車両運搬具（純額） 4 2 

工具、器具及び備品（純額） 59 42 

土地 911 894 

有形固定資産合計 2,486 2,005 

無形固定資産 

ソフトウエア 24 22 

リース資産 － 20 

その他 29 28 

無形固定資産合計 53 71 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,227 1,129 

関係会社株式 19 19 

関係会社出資金 108 578 

破産更生債権等 349 350 

長期前払費用 5 4 

繰延税金資産 460 413 

敷金及び保証金 181 208 

長期預金 300 300 

その他 272 423 

貸倒引当金 △299 △300 

投資その他の資産合計 2,625 3,127 

固定資産合計 5,165 5,204 

資産合計 27,462 27,087 
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（単位：百万円） 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 907 861 

工事未払金 7,927 7,766 

買掛金 3,441 2,519 

短期借入金 1,160 1,160 

リース債務 － 4 

未払金 695 465 

未払法人税等 61 66 

未成工事受入金 561 1,524 

賞与引当金 325 331 

完成工事補償引当金 7 10 

工事損失引当金 6 12 

その他 373 472 

流動負債合計 15,468 15,195 

固定負債 

退職給付引当金 173 53 

役員退職慰労引当金 113 139 

リース債務 － 15 

その他 158 161 

固定負債合計 445 369 

負債合計 15,914 15,564 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,520 1,520 

資本剰余金 

資本準備金 1,070 1,070 

その他資本剰余金 0 － 

資本剰余金合計 1,071 1,070 

利益剰余金 

利益準備金 312 312 

その他利益剰余金 

別途積立金 7,610 7,610 

繰越利益剰余金 992 1,029 

利益剰余金合計 8,915 8,952 

自己株式 △36 △38 

株主資本合計 11,469 11,503 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 78 18 

評価・換算差額等合計 78 18 

純資産合計 11,548 11,522 

負債純資産合計 27,462 27,087 
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(2)損益計算書 

 
  

（単位：百万円） 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

完成工事高 28,028 27,717 

商品売上高 11,387 10,114 

売上高合計 39,415 37,832 

売上原価 

完成工事原価 26,829 26,490 

商品期首たな卸高 512 473 

当期商品仕入高 10,086 9,010 

商品他勘定振替高 224 187 

商品期末たな卸高 483 505 

商品売上原価 9,891 8,790 

売上原価合計 36,720 35,280 

売上総利益 

完成工事総利益 1,199 1,227 

商品売上総利益 1,495 1,324 

売上総利益 2,694 2,551 

販売費及び一般管理費 2,283 2,188 

営業利益 411 363 

営業外収益 

受取利息 6 4 

受取配当金 13 15 

受取家賃 84 80 

貸倒引当金戻入額 1 3 

受取保険金 10 40 

その他 28 12 

営業外収益合計 144 156 

営業外費用 

支払利息 24 23 

売上割引 28 27 

固定資産除却損 1 7 

投資有価証券評価損 14 0 

賃貸費用 45 45 

その他 24 10 

営業外費用合計 138 115 

経常利益 417 404 

特別利益 

固定資産売却益 － 71 

特別利益合計 － 71 

特別損失 

減損損失 21 29 

特別損失合計 21 29 

税引前当期純利益 396 446 

法人税、住民税及び事業税 66 37 

法人税等調整額 245 283 

当期純利益 84 126 
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完成工事原価報告書 

  

前事業年度 当事業年度
増 減（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日）

金 額 
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

Ⅰ 材 料 費 9,762 36.4 9,418 35.6 △ 344

Ⅱ 労 務 費 389 1.4 358 1.3 △ 31

Ⅲ 外 注 費 11,020 41.1 10,539 39.8 △ 480

Ⅳ 経  費 5,656 21.1 6,173 23.3 516

（うち人件費） (4,093) (15.3) (4,170) (15.7) (77)

合 計 26,829 100.0 26,490 100.0 △ 339
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(3)株主資本等変動計算書 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,520 1,520 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,520 1,520 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,070 1,070 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,070 1,070 

その他資本剰余金 

前期末残高 0 0 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 0 － 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,071 1,071 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 1,071 1,070 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 312 312 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 312 312 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 7,610 7,610 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,610 7,610 

繰越利益剰余金 

前期末残高 997 992 

当期変動額 

剰余金の配当 △89 △89 

当期純利益 84 126 

自己株式の処分 － △0 

当期変動額合計 △4 36 

当期末残高 992 1,029 

利益剰余金合計 

前期末残高 8,920 8,915 

当期変動額 

剰余金の配当 △89 △89 

当期純利益 84 126 

自己株式の処分 － △0 

当期変動額合計 △4 36 

当期末残高 8,915 8,952 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △33 △36 

当期変動額 

自己株式の取得 △3 △3 

自己株式の処分 0 1 

当期変動額合計 △3 △2 

当期末残高 △36 △38 

株主資本合計 

前期末残高 11,477 11,469 

当期変動額 

剰余金の配当 △89 △89 

当期純利益 84 126 

自己株式の取得 △3 △3 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 △8 34 

当期末残高 11,469 11,503 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 187 78 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△108 △59 

当期変動額合計 △108 △59 

当期末残高 78 18 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 187 78 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△108 △59 

当期変動額合計 △108 △59 

当期末残高 78 18 

純資産合計 

前期末残高 11,665 11,548 

当期変動額 

剰余金の配当 △89 △89 

当期純利益 84 126 

自己株式の取得 △3 △3 

自己株式の処分 0 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △108 △59 

当期変動額合計 △117 △25 

当期末残高 11,548 11,522 
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   該当事項はありません。 

  

(4)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(5)重要な会計方針

項目

前事業年度 当事業年度

(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日

 至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
１.有価証券の評価基準 
及び評価方法

(１)満期保有目的の債券
  移動平均法による償却原価法 
  （定額法）

(１)満期保有目的の債券 
  同左

(２)子会社株式及び関連会社株式 (２)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法 同左
(３)その他有価証券 (３)その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの
決算期末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）

同左
  
 
 

時価のないもの 時価のないもの
移動平均法による原価法 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

商品 商品
移動平均法による原価法 移動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よ
る簿価切下げの方法）

────────────

（会計方針の変更）  
 「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日公表分）を当事業年度から適用
し、評価基準については、原価法から
原価法（貸借対照表価額については収
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。  
 この結果、従来の方法によった場合
に比べて、当事業年度の売上総利益、
営業利益、経常利益及び税引前当期純
利益が17百万円それぞれ減少しており
ます。 

３.固定資産の減価償却
の方法

(１)有形固定資産 
  定率法

(１)有形固定資産（リース資産を除く）
  同左

ただし、平成10年４月１日以降取得し
た建物（附属設備は除く）について
は、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。
建物・構築物３年～50年
工具器具・備品２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、当事業
年度から、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。
 これによる当事業年度の損益に与える
影響は、軽微であります。
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項目

前事業年度 当事業年度

(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日

 至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
（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。
これによる当事業年度の損益に与える影
響は、軽微であります。
(２)無形固定資産 (２)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法 定額法

ただし、自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法によっており
ます。

同左

(３) ──────────── (３)リース資産
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 
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。
（会計方針の変更）

「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）
を当事業年度から適用し、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、リース資産と
して計上しております。 
 なお、リース取引開始日が会計基準適
用初年度開始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。 
 この結果、従来の方法によった場合に
比べて、リース資産が無形固定資産に20
百万円計上されており、営業利益、経常
利益及び税引前当期純利益に与える影響
はありません。
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項目

前事業年度 当事業年度

(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日

 至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
４.外貨建の資産及び負
債の本邦通貨への換
算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相
場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。

同左

５.引当金の計上基準 (１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金
債権の貸倒れ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。

同左

(２)賞与引当金 (２)賞与引当金
従業員の賞与に充てるため、賞与支給
見込額を計上しております。

同左

(３)完成工事補償引当金 (３)完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備え
るため、当事業年度の完成工事高に対
する将来の見積補償額を計上しており
ます。

同左

(４)工事損失引当金 (４)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、かつ、その金額を合理
的に見積ることのできる工事につい
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。

同左

(５)退職給付引当金 (５)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債務及び年
金資産の見込額に基づき計上しており
ます。

同左

数理計算上の差異は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間年数による定
額法により按分した額をそれぞれ発生
の翌事業年度より費用処理することと
しております。
また、執行役員の退職金の支給に備え
るため、事業年度末要支給額を計上し
ております。

(６)役員退職慰労引当金 (６)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるた
め、内規に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。

同左

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。

――――――――――――

７.その他財務諸表作成
のための基本となる
事項

長期請負工事の収益計上処理 長期請負工事の収益計上処理
工期1年以上、かつ請負金額1億円以上
の工事については工事進行基準によっ
ており、工事進行基準による完成工事
高は、6,063百万円であります。

工期1年以上、かつ請負金額1億円以上
の工事については工事進行基準によっ
ており、工事進行基準による完成工事
高は、7,680百万円であります。

8.消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式によっております。

同左

(6)表示方法の変更

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

─────────────

 

（損益計算書)

前事業年度損益計算書において営業外収益の「その他」
に含めて表示していた「受取保険金」については、当事
業年度において、営業外収益の総額の100分の10を超え
たため、当事業年度において区分掲記しております。
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(7)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20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 有形固定資産の減価償却累計額  2,725 百万円 有形固定資産の減価償却累計額 2,651 百万円

（うち、減損損失累計額   180 百万円） （うち、減損損失累計額   189 百万円）

 保証債務 保証債務

  従業員の住宅ローンに対する保証 29 百万円  従業員の住宅ローンに対する保証 24 百万円

(損益計算書関係)

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日
  至 平成20年３月31日）  至 平成21年３月31日）

販売費及び一般管理費の主なもの 販売費及び一般管理費の主なもの

 

役員報酬 123 百万円

従業員給料手当 759  〃

賞与引当金繰入額 68  〃

役員退職慰労引当金繰入額 33  〃

法定福利費 135  〃

貸倒引当金繰入額 105  〃

減価償却費 92  〃

運賃保管料 201  〃

通信交通費 134  〃
 

役員報酬 142 百万円

従業員給料手当 743  〃

賞与引当金繰入額 68  〃

役員退職慰労引当金繰入額 38  〃

法定福利費 139  〃

貸倒引当金繰入額 3  〃

減価償却費 83  〃

運賃保管料 192  〃

通信交通費 121  〃

研究開発費 研究開発費
一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費 一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費

 9 百万円 9 百万円
当社グループは、以下の資産について減損損失を計上し
ました。

当社グループは、以下の資産について減損損失を計上し
ました。

 

用途 種類 場所 金額

売却予定資産 土地 茨城県小美玉市 21百万円

計 21百万円

 

用途 種類 場所 金額

売却予定資産 土地 茨城県小美玉市 12百万円

売却予定資産 土地建物 茨城県土浦市 16百万円

計 29百万円

（経緯） 
茨城県小美玉市の売却予定資産とした土地については地
価がさらに下落しましたので、回収可能価額まで減額
し、減損損失を認識いたしました。  
 

(経緯)
茨城県小美玉市の売却予定資産とした土地については地
価がさらに下落しましたので、回収可能価額まで減額
し、減損損失を認識いたしました。なお、茨城県小美玉
市の土地建物については、取締役会議(平成21年1月)にて
東関東支店及び倉庫等として活用することを決議し、売
却予定資産から電気設備工事へグルーピングの変更をし
ております。この結果、従来の同一の基準を採用した場
合と比較して、税引前当期純利益に与える影響はありま
せん。
茨城県土浦市の土地建物につきましては従来、東関東支
店として使用しておりましたが、東関東支店移転に伴
い、電気設備工事から売却予定資産へグルーピングを見
直し回収可能額まで減額し、減損損失を認識いたしまし
た。

（グルーピングの方法）  
原則として事業の種類別セグメントである電気設備工
事、商品販売に区分しました。ただし、売却予定資産、
賃貸用資産、遊休資産は、個々の物件単位でグルーピン
グしております。

（グルーピングの方法）
 同左 
  
 
 

（回収可能価額の算定方法） 
回収可能価額は正味売却価額により測定しており、建物
及び土地については不動産鑑定評価基準に基づいて評価
しております。

（回収可能価額の算定方法）
 同左
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 前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 (注) １ 増加12,537株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

    ２ 減少2,060株は、単元未満株式の買増請求による売渡しによるものであります。 

  

 当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 （注）１ 増加17,572株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

    ２ 減少3,340株は、単元未満株式の買増請求による売渡しによるものであります。 

  

  

  

  

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末 
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末 
株式数（株）

普通株式（注） 99,949 12,537 2,060 110,426

合計 99,949 12,537 2,060 110,426

前事業年度末 
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末 
株式数（株）

普通株式（注） 110,426 17,572 3,340 124,658

合計 110,426 17,572 3,340 124,658
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31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  132 百万円

工事進行基準に係る否認額 137 〃

工事損失引当金  2 〃

投資有価証券評価損 115 〃

退職給付引当金 402 〃

役員退職慰労引当金 46 〃

貸倒引当金  106 〃

減損損失 298 〃

税務上の繰越欠損金 419 〃

その他 81 〃

繰延税金資産小計 1,742 〃

評価性引当額 △503 〃

繰延税金資産合計 1,238 〃
 

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 135 百万円

工事進行基準に係る否認額 164 〃

工事損失引当金 4 〃

投資有価証券評価損 115 〃

退職給付引当金 338 〃

役員退職慰労引当金 56 〃

貸倒引当金 111 〃

減損損失 310 〃

税務上の繰越欠損金 169 〃

その他 65 〃

繰延税金資産小計 1,471 〃

評価性引当額 △515 〃

繰延税金資産合計 955 〃

 

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △46 百万円

繰延税金負債合計  △46 〃

繰延税金資産の純額 1,192 〃
 

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △14 百万円

繰延税金負債合計 △14 〃

繰延税金資産の純額 940 〃

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

 

 法定実効税率 40.69％

 (調整)

 交際費等永久に損金に算入されない項目 26.56％

 住民税均等割等 8.59％

 評価性引当金 3.31％

 その他 △0.48％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 78.67％
 

法定実効税率 40.69％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 19.36％

住民税均等割等 8.29％

評価性引当金 2.84％

その他 0.57％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 71.75％
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潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
  
  
  
  １株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 647.71円 １株当たり純資産額 646.78円

１株当たり当期純利益 4.74円 １株当たり当期純利益 7.08円

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益（百万円） 84 126

普通株式に係る当期純利益（百万円） 84 126

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,832 17,822
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（１）役員の異動 

   役員の異動につきましては、平成21年３月23日付及び平成21年４月24日付で開示済であります。 

  

（２）その他 

 
  

6. その他

売 上 構 成

（単位：百万円)
前事業年度 当事業年度

増 減（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日
至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日）

屋 内 線 工 事 21,714 22,311 597

そ の 他 工 事 6,314 5,406 △ 908

工 事 部 門 計 28,028 27,717 △ 311

商 品 販 売 11,387 10,114 △ 1,272

合  計 39,415 37,832 △ 1,583

受注、完成、繰越工事高

（単位：百万円)

前事業年度 当事業年度
増 減（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日）

前 期 繰 越 工 事 高 13,858 15,580 1,722

期 中 受 注 工 事 高 29,751 32,135 2,384

計 43,609 47,715 4,106

期 中 完 成 工 事 高 28,028 27,717 △ 311

次 期 繰 越 工 事 高 15,580 19,998 4,417

㈱弘電社（1948）　平成21年３月期　決算短信

38




