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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 125,748 △4.5 1,864 △16.5 5,103 △23.7 △8,098 ―

20年3月期 131,699 3.1 2,232 ― 6,686 25.4 3,507 636.8

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 △137.77 ― △4.5 2.2 1.5
20年3月期 59.78 59.69 1.9 2.7 1.7

（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 227,874 177,345 77.3 2,997.71
20年3月期 240,585 185,709 76.7 3,139.76

（参考） 自己資本   21年3月期  176,202百万円 20年3月期  184,567百万円

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 6,180 3,204 △2,424 30,147
20年3月期 9,259 △9,877 △212 23,187

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00 1,175 33.5 0.6
21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 1,175 ― 0.7

22年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 84.0

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 58,100 10.2 △500 ― 200 △88.9 70 ― 1.19

通期 131,000 4.2 1,200 △35.6 2,700 △47.1 1,400 ― 23.82
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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）  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、17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、22ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 65,138,117株 20年3月期 65,138,117株

② 期末自己株式数 21年3月期  6,359,152株 20年3月期  6,353,960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 116,362 △3.9 1,628 △8.0 4,884 △21.7 △8,195 ―

20年3月期 121,103 3.3 1,770 ― 6,240 32.6 3,342 ―

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 △139.42 ―

20年3月期 56.95 56.87

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 221,274 173,453 78.4 2,950.94
20年3月期 232,697 181,908 78.2 3,094.51

（参考） 自己資本 21年3月期  173,453百万円 20年3月期  181,908百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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 

・上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があり
ます。なお、上記予想に関する事項については、3ページを参照してください。 

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 53,800 11.8 △500 ― 300 △83.1 80 ― 1.36

通期 121,000 4.0 1,100 △32.5 2,600 △46.8 1,400 ― 23.82
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（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響を受けて企業収益が減少するなど、国

内景気は急速に悪化しました。 

こうした中で、建設業界においては、国・地方の厳しい財政状況を背景とした公共投資の減少や、企業

収益が減少する中で製造業を中心とした設備投資が減少するなど、当社グループを取り巻く経営環境は厳

しい状況で推移しました。 

このような状況のもとで、当社グループは提案営業の推進など積極的な営業活動の展開と、原価低減の

一層の徹底に取り組み、業績の向上に努めて参りました。 

その結果、売上高は前連結会計年度を下回ったものの、営業利益は前連結会計年度に続いて黒字を確保

することができました。 

また、金融市場低迷の影響を受けたことにより、財務収益が減少するとともに、投資有価証券の評価損

などを計上することとなりました。 

この結果、当期の業績は次のとおりとなりました。 

（連結業績） 

売上高     1,257億４千８百万円（対前年同期比  4.5％減）   

営業利益     18億６千４百万円（対前年同期比 16.5％減） 

経常利益       51億３百万円  （対前年同期比 23.7％減） 

当期純損失    80億９千８百万円（対前年同期比  －  ） 

  

（個別業績） 

売上高     1,163億６千２百万円（対前年同期比  3.9％減） 

営業利益     16億２千８百万円（対前年同期比  8.0％減） 

経常利益       48億８千４百万円（対前年同期比  21.7％減） 

当期純損失    81億９千５百万円（対前年同期比   －  ） 

  

（次期の見通し） 

今後の経済見通しにつきましては、国内景気の悪化が当面続くと予想されます。 

このような状況のもと、提案営業活動をより一層積極的に展開するとともに、市場拡大が見込めるリニ

ューアル・リフォーム事業や太陽光発電設備などの環境関連事業の営業活動を強化し、受注の確保・拡大

を図る所存であります。 

加えて、採算性の向上に向けた原価低減の更なる徹底と、業務効率化による間接費の削減を推進するこ

とにより、利益の確保に取り組む所存であります。 

次期の業績につきましては、次のとおり見込んでおります。 

（連結業績） 

売上高     1,310億円（対前年同期比  4.2％増） 

営業利益      12億円（対前年同期比  35.6％減） 

経常利益      27億円（対前年同期比  47.1％減） 

当期純利益     14億円（対前年同期比   －  ） 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（個別業績） 

売上高     1,210億円（対前年同期比  4.0％増） 

営業利益     11億円（対前年同期比  32.5％減） 

経常利益     26億円（対前年同期比  46.8％減） 

当期純利益    14億円（対前年同期比   －  ） 

  

  

 ① 資産、負債、純資産の状況 

資産合計は2,278億７千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ127億１千０百万円減少しました。

これは、現金預金、有価証券などの増加があったものの、受取手形・完成工事未収入金等、投資有価証

券の減少などによるものです。 

負債合計は505億２千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ43億４千６百万円減少しました。こ

れは、未成工事受入金などの増加があったものの、支払手形・工事未払金等、短期借入金の減少などに

よるものです。 

純資産合計は1,773億４千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ83億６千４百万円減少しまし

た。これは、その他有価証券評価差額金などの増加があったものの、利益剰余金の減少などによるもの

です。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

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、投資活動によ

る資金の獲得、財務活動による資金の使用により、前連結会計年度末に比べ69億６千０百万円

（30.0％）増加し、当連結会計年度末は301億４千７百万円となりました。 

  

 (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失58億５千６

百万円があったものの、減価償却費等の非資金項目の加算、売上債権の減少、未成工事受入金の増加等

により、61億８千０百万円（前連結会計年度比33.3％減）の資金を獲得しました。 

  

 (投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却等により32億４百万

円（前連結会計年度は、98億７千７百万円の資金の使用）の資金を獲得しました。 

  

 (財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の売却による収入があった

ものの、短期借入金の減少、配当金の支払等により24億２千４百万円（前連結会計年度は、２億１千２

百万円の資金の使用）の資金を使用しました。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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 (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  
債務償還年数                     ：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います。  
（注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います。  
（注３）キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。  
（注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いま 
    す。  
（注５）営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による 
    キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しています。  
（注６）営業キャッシュ・フローがマイナスの期における債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、 
    「－」で表示しています。  

  

当社の利益配分につきましては、安定した収益が得られる経営基盤を確立するため、業績の状況、企

業体質の強化、今後の事業展開への備えなどを総合的に勘案して行うこととしております。 

配当金支払に関する基本方針は、従来どおり中間配当、期末配当と年２回の配当金の支払を行うこと

とし、１株当たりの年間配当金の額についても従来の配当水準を維持して行く所存であります。 

上記方針に基づき、当期の期末配当金は中間配当金と同額の１株当たり10円を予定しており、年間の

配当金は１株当たり20円を予定しております。 

なお、次期の配当金につきましても、中間配当金、期末配当金ともに１株当たり10円とし、年間配当

金20円を予定しております。 

  

当社グループの事業に関して、投資家の皆様の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる

リスクには、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したもので

ありますが、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合に適切かつ

迅速な対応に努める所存であります。 

 ① 受注環境の悪化 

経済状況の変動により、公共投資や民間設備投資がこれまで以上に減少を続けた場合、受注競争がよ

り一層激化し当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ② 材料価格の高騰 

原価管理を徹底することにより利益の確保に努めておりますが、原油価格の上昇などの影響により材

料価格が値上がりする場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ③ 保有債券等の時価の下落 

当社は、営業政策として株式を、また資金運用目的として債券を保有しております。このため、株式

市況や債券市況の動向如何によっては、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

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（％） 76.4 76.4 76.7 77.3

時価ベースの自己資本比率（％） 47.1 46.7 38.3 35.3

債務償還年数（年） 0.5 ─ 0.3 0.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 848.0 ─ 638.1 575.7

(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

㈱中電工（1941） 平成21年３月期　決算短信

－5－



  

当社グループは、当社（広島、岡山、山口、島根、鳥取の５県を中心に東京、大阪、名古屋、四国、九

州などに事業場を設置し、設備工事業を営んでおります。）、子会社１２社及びその他の関係会社１社で

構成され、配電線工事、発送変電工事、一般内外線工事の電気工事、情報通信工事及び空調管工事の設計

施工、電気工事材料・器具の販売、損害保険代理、建設用機械器具・車両等賃貸、設計・積算、労働者派

遣並びに電気事業を主な事業の内容としております。 

当社グループの事業に係わる位置付け及び事業内容は、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。 

  
 

  

（注）連結子会社の営む事業のうち、㈱イーペック広島のその他の事業（設計・積算及び労働者派遣事

業）については、重要性が乏しいため、以下の記載については設備工事業に含めております。 

2. 企業集団の状況

設備工事業 当社は設備工事業を営んでおり、子会社である三親電材㈱他９社が一部下請施工を

行っております。また、三親電材㈱他１社が資材納入を行っております。

販売事業 子会社である三親電材㈱他１社が電気工事材料・器具の販売事業を営んでおりま

す。

その他の事業 子会社である中工開発㈱が保険代理・賃貸等を営んでおります。 

子会社である㈱イーペック広島が設計・積算及び労働者派遣事業を営んでおりま

す。 

その他の関係会社である中国電力㈱が電気事業を営んでおり、当社は同社の電気工

事等を請負施工しております。
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なお、最近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更が

ないため、「関係会社の状況」の開示を省略します。 

当社は、遵守すべき精神的なよりどころとして「眞心」を社是と定めております。 

また、当社の企業使命を「総合設備エンジニアリング企業として、お客様のために高度な価値を付加

した生活・事業環境を創出することにより、社会の発展に貢献する」とし、次の５項目を経営姿勢とし

ております。 

① お客様・株主の信頼を獲得し、選ばれる企業を目指す。 

② 環境に優しく、品質に厳しい企業を目指す。 

③ 総合技術力の強化・向上を目指す。 

④ 人を大切にし、安全で活力のある職場作りを推進する。 

⑤ 受注の確保と経営の効率化を推進し、強固な経営基盤を堅持する。 

当社は、お客様・株主様・地域の皆様から“夢”を託され、持続的に成長する企業を目指し10年後の

あるべき姿を「“夢”を託せる会社」・「未来創造のお手伝いをする会社」・「地域社会の発展に貢献

する会社」とするビジョンを策定しました。 

このビジョンの第１段階として平成21年度から平成23年度までの中期経営計画を策定しました。 

また、この計画では、前中期経営計画で取り組んだ成果を定着させ、価値創造の源泉である「人」、

推進力である「組織」、舞台である「事業」を総合的に成長させる取り組みを行い、総合力の向上と業

務基盤の一層の強化を図る所存であります。 

新たな中期経営計画での具体的な取り組みとしては、次のとおりであります。 

○ 安全と健康への取り組み 

・災害事故撲滅に向けて、安全優先の意識と責任の自覚を徹底する。 

・健康の保持増進にあたっては、自主健康管理の徹底を図る。 

○ コンプライアンス推進への取り組み 

・公正な事業活動を展開するにあたり、法令・社会的規範とこれに基づいた社内ルールの遵守を徹

底する。 

○ 工事品質の向上への取り組み 

・ヒューマンエラーの防止や品質検査の強化等を、子会社、協力会社と一体となって進め、工事品

質の一層の向上を図る。 

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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○ 人材の確保・育成と組織活性化への取り組み 

・採用活動の充実と、再雇用者確保のための環境を整えることにより、人材を計画的に確保する。

・職場のＯＪＴと集合教育との連携を密にし、技術・技能の確実な強化・継承を図る。 

・積極的な人事交流により、従業員の意識改革と能力開発を図る。 

○ 受注の拡大と利益確保への取り組み 

・積極的な営業展開と、リニューアル・リフォーム工事などの成長分野や新たな事業分野への取り

組みによる受注の拡大に注力する。 

・受注から施工まで一貫した工事原価の低減、間接費の削減などを徹底し、利益の確保に努める。

・お客様サービスの向上と業務の効率化・適正化を推進する『総合ＩＴ化』に取り組む。 

○ 省エネ・環境保全への取り組み 

・省エネ活動、廃棄物削減やグリーン購入などの取り組みを強化する。 

・太陽光発電設備など、省エネ・環境保全に関する技術に独自価値を付加し、環境負荷低減に向け

た提案営業を推進する。 

○ お客様の立場に立った経営への取り組み 

・魅力あるサービスの提供により企業ブランドを向上させ、お客様にとってのベストパートナー企

業を目指す。 

・お客様の多様なニーズに対応するトータルソリューションサービスに取り組む。また、お客様の

ご相談窓口を一つに集中化し、常に円滑な対応が図れるサービスを検討する。 
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(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 

現金預金 14,986 17,396 

受取手形・完成工事未収入金等 38,282 32,373 

有価証券 10,788 14,810 

未成工事支出金 11,583 13,361 

その他のたな卸資産 1,578 － 

材料貯蔵品 － 344 

商品 － 1,167 

繰延税金資産 1,677 1,757 

その他 5,478 1,474 

貸倒引当金 △297 △280 

流動資産合計 84,078 82,405 

固定資産 

有形固定資産 

建物・構築物 34,910 34,085 

機械、運搬具及び工具器具備品 5,855 5,666 

土地 11,652 11,770 

リース資産 － 491 

建設仮勘定 63 236 

減価償却累計額 △25,468 △25,759 

有形固定資産合計 27,013 26,491 

無形固定資産 408 383 

投資その他の資産 

投資有価証券 106,100 97,116 

長期貸付金 5,607 5,529 

繰延税金資産 14,316 13,103 

その他 3,415 3,211 

貸倒引当金 △354 △367 

投資その他の資産合計 129,085 118,594 

固定資産合計 156,507 145,469 

資産合計 240,585 227,874 
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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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 28,244 23,122 

短期借入金 2,320 1,140 

リース債務 － 107 

未払法人税等 896 1,054 

未成工事受入金 4,716 7,042 

完成工事補償引当金 20 20 

工事損失引当金 128 531 

役員賞与引当金 70 66 

その他 2,731 2,829 

流動負債合計 39,129 35,915 

固定負債 

リース債務 － 372 

退職給付引当金 14,628 13,664 

役員退職慰労引当金 950 490 

その他 168 86 

固定負債合計 15,746 14,613 

負債合計 54,875 50,529 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,481 3,481 

資本剰余金 140 140 

利益剰余金 198,751 189,476 

自己株式 △9,402 △9,410 

株主資本合計 192,970 183,688 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △8,402 △7,486 

評価・換算差額等合計 △8,402 △7,486 

少数株主持分 1,141 1,143 

純資産合計 185,709 177,345 

負債純資産合計 240,585 227,874 
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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 122,212 117,416 

販売事業売上高 9,486 8,332 

売上高合計 131,699 125,748 

売上原価 

完成工事原価 106,849 102,076 

販売事業売上原価 8,397 7,275 

売上原価合計 115,247 109,352 

売上総利益 

完成工事総利益 15,363 15,339 

販売事業総利益 1,088 1,057 

売上総利益合計 16,451 16,396 

販売費及び一般管理費 14,219 14,532 

営業利益 2,232 1,864 

営業外収益 

受取利息 3,661 2,668 

受取配当金 181 192 

その他 699 628 

営業外収益合計 4,542 3,490 

営業外費用 

支払利息 14 10 

災害事故関係費 16 193 

工具器具等処分損 30 23 

支払手数料 12 13 

その他 12 9 

営業外費用合計 87 250 

経常利益 6,686 5,103 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 31 － 

固定資産処分益 154 500 

投資有価証券売却益 71 51 

特別利益合計 258 551 

特別損失 

固定資産処分損 48 26 

減損損失 65 5 

有価証券評価損 － 496 

投資有価証券評価損 295 10,947 

貸倒引当金繰入額 － 5 

その他 － 29 

特別損失合計 409 11,511 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

6,535 △5,856 

法人税、住民税及び事業税 1,850 1,712 

法人税等調整額 1,102 516 

法人税等合計 2,952 2,228 

少数株主利益 74 14 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,507 △8,098 
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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 3,481 3,481 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,481 3,481 

資本剰余金 

前期末残高 99 140 

当期変動額 

自己株式の処分 40 △0 

当期変動額合計 40 △0 

当期末残高 140 140 

利益剰余金 

前期末残高 196,412 198,751 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,169 △1,175 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,507 △8,098 

当期変動額合計 2,338 △9,274 

当期末残高 198,751 189,476 

自己株式 

前期末残高 △10,303 △9,402 

当期変動額 

自己株式の取得 △13 △10 

自己株式の処分 914 2 

当期変動額合計 901 △8 

当期末残高 △9,402 △9,410 

株主資本合計 

前期末残高 189,690 192,970 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,169 △1,175 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,507 △8,098 

自己株式の取得 △13 △10 

自己株式の処分 955 2 

当期変動額合計 3,280 △9,282 

当期末残高 192,970 183,688 
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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 564 △8,402 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△8,967 916 

当期変動額合計 △8,967 916 

当期末残高 △8,402 △7,486 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 564 △8,402 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△8,967 916 

当期変動額合計 △8,967 916 

当期末残高 △8,402 △7,486 

少数株主持分 

前期末残高 1,084 1,141 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 57 1 

当期変動額合計 57 1 

当期末残高 1,141 1,143 

純資産合計 

前期末残高 191,339 185,709 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,169 △1,175 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,507 △8,098 

自己株式の取得 △13 △10 

自己株式の処分 955 2 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,910 917 

当期変動額合計 △5,629 △8,364 

当期末残高 185,709 177,345 
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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又は税金等調整前当期
純損失（△） 

6,535 △5,856 

減価償却費 1,448 1,482 

減損損失 65 5 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △236 △3 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,435 △963 

その他の引当金の増減額（△は減少） △604 △61 

受取利息及び受取配当金 △3,842 △2,861 

支払利息 14 10 

有価証券評価損益（△は益） － 496 

投資有価証券評価損益（△は益） 295 10,947 

投資有価証券売却損益（△は益） △71 △51 

有形固定資産処分損益（△は益） △75 △450 

売上債権の増減額（△は増加） 3,647 5,908 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △980 △1,777 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,657 △5,121 

未成工事受入金の増減額（△は減少） △904 2,325 

その他 1,227 403 

小計 5,739 4,434 

利息及び配当金の受取額 4,966 3,308 

利息の支払額 △14 △10 

法人税等の支払額 △1,431 △1,551 

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,259 6,180 

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 △940 △910 

定期預金の払戻による収入 900 940 

有価証券の取得による支出 △3,999 △496 

有価証券の売却及び償還による収入 1,000 4,999 

有形固定資産の取得による支出 △735 △1,037 

有形固定資産の売却による収入 158 1,097 

投資有価証券の取得による支出 △19,423 △4,480 

投資有価証券の売却及び償還による収入 13,137 3,090 

貸付けによる支出 △5,614 △228 

貸付金の回収による収入 5,755 306 

その他 △116 △76 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,877 3,204 

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） 20 △1,180 

リース債務の返済による支出 － △54 

自己株式の取得による支出 △13 △10 

自己株式の売却による収入 955 2 

配当金の支払額 △1,169 △1,175 

少数株主への配当金の支払額 △5 △5 

財務活動によるキャッシュ・フロー △212 △2,424 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △830 6,960 

現金及び現金同等物の期首残高 24,017 23,187 

現金及び現金同等物の期末残高 23,187 30,147 
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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 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たな卸資産

 イ．未成工事支出金

   個別法による原価法

 ロ．材料貯蔵品

  ａ．汎用品

    総平均法による低価法

  ｂ．汎用品以外

    個別法による低価法

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①たな卸資産

 イ．未成工事支出金

    同  左

 ロ．材料貯蔵品

評価基準は原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下

げの方法により算定）

   ａ．汎用品

 総平均法

   ｂ．汎用品以外

 個別法

   ｃ．商品

 最終仕入原価法
   

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「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）

を適用している。 

 これによる営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純損失に与える影響

はない。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①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(附属設備を除く)

は定額法)を採用している。

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっている。

 （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当連結会計

年度より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更している。これにより、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益はそれぞれ12百万円減少してい

る。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法(ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設備を除く)

は定額法)を採用している。

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっている。
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なお、上記の会計処理基準に関する事項以外は、最近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）に

おける記載から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

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)

 （追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上して

いる。 

 この結果、従来の方法に比べ、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益はそれぞれ32百万円減少してい

る。

②無形固定資産

自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用している。

 
――――――――――――

 

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については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用している。
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会計方針の変更 

  

 

表示方法の変更 

  

 

  

(7)【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】

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)

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

いたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっている。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっている。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純損失に与える影響はない。

 

  

  

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)

（連結貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「その他のたな卸資産」とし

て掲記されたものは、当連結会計年度から「材料貯蔵

品」「商品」に区分掲記している。なお、前連結会計年

度の「その他のたな卸資産」に含まれる「材料貯蔵品」

「商品」は、それぞれ233百万円、1,345百万円である。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

  a 連結損益計算書

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 一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のと

おりである。

従業員給料手当 7,602百万円

役員賞与引当金繰入額 70

退職給付費用 645

役員等退職慰労引当金繰入額 289

貸倒引当金繰入額 71

 １ 一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のと

おりである。

従業員給料手当 7,778百万円

役員賞与引当金繰入額 66

退職給付費用 915

役員退職慰労引当金繰入額 141

貸倒引当金繰入額 63

 

 ２ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 89百万円
 

 ２ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 61百万円

 

 ３ 固定資産処分益の内訳

土地 154百万円

 ３ 固定資産処分益の内訳

建物及び構築物 263百万円

土地 237

 計 500

 ４ 固定資産処分損の内訳

建物及び構築物 30百万円

土地 5

無形固定資産 12

   計 48

 ４ 固定資産処分損の内訳

建物及び構築物 17百万円

土地 4

無形固定資産 5

 計 26

 

 ５ 減損損失

   当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上している。

用途 種類 場所
減損損失
(百万円)

遊休資産 土地・建物
島根県 
松江市

65

   当社グループは、事業用資産については管理会計

上の区分を基準に主として営業所単位に、賃貸用資

産及び遊休資産については個別にグループ化し、減

損損失の判定を行った。

   その結果、上記の遊休資産については市場価格の

著しい下落により、当該資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失(65百万円)

として特別損失に計上している。その内訳は、土地

31百万円、建物33百万円である。

   なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額

(不動産鑑定士による評価)により算定している。

 

 ５ 減損損失

   当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上している。

用途 種類 場所
減損損失
(百万円)

遊休資産 建物
島根県 
松江市

5

   当社グループは、事業用資産については管理会計

上の区分を基準に主として営業所単位に、賃貸用資

産及び遊休資産については個別にグループ化し、減

損損失の判定を行った。

   その結果、上記の遊休資産については市場価格の

著しい下落により、当該資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失(５百万円)

として特別損失に計上している。

   なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額

(売却予定価額による評価)により算定している。
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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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める設備

工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情報の記載を省略し

た。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める設備

工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情報の記載を省略し

た。 

  

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) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載していない。 

  

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) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載していない。 

  

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) 

海外売上高がないため、記載していない。 

  

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) 

海外売上高がないため、記載していない。 

  

ｂ セグメント情報

（事業の種類別セグメント情報）

（所在地別セグメント情報）

（海外売上高）
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(単位：百万円) 

 
(注) その他有価証券で時価のあるものについて258百万円（株式）減損処理している。 

   なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ30～50％下落した銘柄について

も定量的な回復可能性の判断を行い、必要な額の減損処理を行うこととしている。 

  

(単位：百万円) 

 
  

その他有価証券 

 
(注) その他有価証券で時価のないものについて、31百万円(株式)減損処理している。 

  

(単位：百万円) 

 
  

 ｃ 有価証券

前連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日)

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

(1) 連結貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの

   株式 2,078 6,339 4,260

   債券

    社債 1,000 1,026 26

    その他 8,998 9,109 110

   その他 3,999 4,000 0

小計 16,077 20,475 4,398

(2) 連結貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの

   株式 3,067 2,645 △421

   債券

    社債 2,000 1,986 △13

    その他 103,000 84,952 △18,047

小計 108,067 89,584 △18,482

合計 124,145 110,060 △14,084

２．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４月１日 至 平成20年３月31日)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

138 71 ─

３．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３月31日)

非上場株式 993百万円

社債 4,994

ＭＭＦ等 793

４．その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額(平成20年３月31日)

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

債券

 社債 ─ 1,000 2,000 ─

 その他 1,000 13,998 1,000 96,000

合計 1,000 14,998 3,000 96,000
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(単位：百万円) 

 
(注) その他有価証券で時価のあるものについて10,774百万円（株式1,022百万円・債券9,752百万円）減損処理して

いる。 

   なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ30～50％下落した銘柄について

も定量的な回復可能性の判断を行い、必要な額の減損処理を行うこととしている。 

  

(単位：百万円) 

 
  

その他有価証券 

 
(注) その他有価証券で時価のないものについて、669百万円(株式173百万円・コマーシャルペー

パー496百万円)減損処理している。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日)

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

(1) 連結貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの

   株式 2,681 5,094 2,412

   債券

    社債 1,000 1,003 3

    その他 5,882 6,608 726

小計 9,563 12,705 3,141

(2) 連結貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの

   株式 2,826 2,364 △462

   債券

    社債 3,999 3,810 △189

    その他 93,364 78,315 △15,048

小計 100,191 84,490 △15,700

合計 109,755 97,196 △12,558

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

86 51 0

３．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21年３月31日)

非上場株式 881百万円

コマーシャルペーパー 7,992

ＭＭＦ等 4,813

譲渡性預金 1,000

４．その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額(平成21年３月31日)

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

債券

 社債 ─ 1,000 3,999 ─

 その他 999 13,999 ─ 84,247

合計 999 14,999 3,999 84,247
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(注) １．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載していない。 

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の

基礎は、以下のとおりである。 

  

 
  

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

 
  

 ｄ 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 3,139.76円 2,997.71円

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり当期純損失(△)

59.78円 △137.77円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

59.69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)

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり当期純損失(△)

 当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 3,507 △8,098

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△)(百万円)

3,507 △8,098

 普通株式の期中平均株式数(千株) 58,680 58,781

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額(百万円) ─ ─

 普通株式増加数(千株) 87 ─

  (うち新株予約権(千株)) (87) (─)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要

─ ─

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 185,709 177,345

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 1,141 1,143

 (うち少数株主持分) (1,141) (1,143)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 184,567 176,202

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(千株)

58,784 58,778
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リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション

等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省

略します。 

 ｅ 重要な後発事象

 該当事項なし
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(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 

現金預金 14,114 16,420 

受取手形 7,965 6,407 

完成工事未収入金 25,290 22,483 

有価証券 10,788 14,810 

未成工事支出金 11,548 13,383 

材料貯蔵品 233 344 

短期貸付金 3,497 － 

前払費用 8 4 

繰延税金資産 1,556 1,624 

その他 2,553 1,707 

貸倒引当金 △248 △246 

流動資産合計 77,307 76,939 

固定資産 

有形固定資産 

建物 30,432 29,654 

減価償却累計額 △17,281 △17,549 

建物（純額） 13,150 12,105 

構築物 3,605 3,556 

減価償却累計額 △2,438 △2,489 

構築物（純額） 1,166 1,066 

機械及び装置 997 980 

減価償却累計額 △837 △869 

機械及び装置（純額） 159 111 

車両運搬具 123 123 

減価償却累計額 △115 △118 

車両運搬具（純額） 7 4 

工具器具・備品 4,630 4,458 

減価償却累計額 △4,117 △3,982 

工具器具・備品（純額） 512 475 

土地 11,309 11,392 

リース資産 － 468 

減価償却累計額 － △49 

リース資産（純額） － 418 

建設仮勘定 63 236 

有形固定資産合計 26,370 25,811 

無形固定資産 

ソフトウエア 306 279 

リース資産 － 15 

その他 51 51 

無形固定資産合計 357 345 
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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) 

投資その他の資産 

投資有価証券 105,877 96,924 

関係会社株式 261 255 

長期貸付金 5,000 5,000 

従業員に対する長期貸付金 607 529 

関係会社長期貸付金 80 80 

破産更生債権等 108 123 

長期前払費用 95 74 

繰延税金資産 14,125 12,890 

保険積立金 2,451 2,306 

その他 413 355 

貸倒引当金 △358 △362 

投資その他の資産合計 128,662 118,178 

固定資産合計 155,389 144,335 

資産合計 232,697 221,274 

負債の部 

流動負債 

支払手形 280 82 

工事未払金 26,886 22,215 

リース債務 － 103 

未払金 1,507 1,492 

未払費用 906 927 

未払法人税等 770 1,011 

未成工事受入金 4,692 7,027 

預り金 142 138 

前受収益 7 8 

完成工事補償引当金 21 21 

工事損失引当金 128 531 

役員賞与引当金 53 47 

その他 13 11 

流動負債合計 35,409 33,618 

固定負債 

リース債務 － 354 

退職給付引当金 14,400 13,389 

役員退職慰労引当金 838 395 

その他 141 61 

固定負債合計 15,379 14,202 

負債合計 50,788 47,820 
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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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,481 3,481 

資本剰余金 

資本準備金 25 25 

その他資本剰余金 115 114 

資本剰余金合計 140 140 

利益剰余金 

利益準備金 870 870 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 1,777 1,732 

別途積立金 183,400 183,400 

繰越利益剰余金 10,057 731 

利益剰余金合計 196,105 186,733 

自己株式 △9,402 △9,410 

株主資本合計 190,324 180,945 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △8,416 △7,492 

評価・換算差額等合計 △8,416 △7,492 

純資産合計 181,908 173,453 

負債純資産合計 232,697 221,274 
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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 121,103 116,362 

売上高合計 121,103 116,362 

売上原価 

完成工事原価 107,269 102,352 

売上原価合計 107,269 102,352 

売上総利益 

完成工事総利益 13,834 14,009 

売上総利益合計 13,834 14,009 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 156 164 

従業員給料手当 6,297 6,469 

役員賞与引当金繰入額 53 47 

退職金 13 4 

退職給付費用 590 847 

役員退職慰労引当金繰入額 254 108 

法定福利費 945 993 

福利厚生費 284 253 

修繕維持費 78 68 

事務用品費 99 95 

通信交通費 481 468 

動力用水光熱費 122 129 

調査研究費 20 15 

広告宣伝費 69 78 

貸倒引当金繰入額 40 46 

貸倒損失 － 16 

交際費 118 123 

寄付金 51 69 

地代家賃 291 297 

減価償却費 619 585 

租税公課 334 336 

保険料 148 127 

雑費 992 1,032 

販売費及び一般管理費合計 12,063 12,380 

営業利益 1,770 1,628 

営業外収益 

受取利息 173 151 

有価証券利息 3,487 2,517 

受取配当金 189 201 

その他 673 609 

営業外収益合計 4,523 3,479 

営業外費用 

災害事故関係費 14 193 

工具器具等処分損 30 23 

その他 8 7 

営業外費用合計 54 223 

経常利益 6,240 4,884 
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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) 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 17 － 

固定資産処分益 154 500 

投資有価証券売却益 71 51 

特別利益合計 243 551 

特別損失 

固定資産処分損 48 26 

減損損失 65 5 

有価証券評価損 － 496 

投資有価証券評価損 289 10,945 

関係会社株式評価損 5 － 

貸倒引当金繰入額 － 2 

その他 － 29 

特別損失合計 409 11,506 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 6,074 △6,070 

法人税、住民税及び事業税 1,641 1,586 

法人税等調整額 1,091 539 

法人税等合計 2,732 2,125 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,342 △8,195 
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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 3,481 3,481 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,481 3,481 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 25 25 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 25 25 

その他資本剰余金 

前期末残高 74 115 

当期変動額 

自己株式の処分 40 △0 

当期変動額合計 40 △0 

当期末残高 115 114 

資本剰余金合計 

前期末残高 99 140 

当期変動額 

自己株式の処分 40 △0 

当期変動額合計 40 △0 

当期末残高 140 140 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 870 870 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 870 870 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 1,740 1,777 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の積立 73 228 

固定資産圧縮積立金の取崩 △36 △273 

当期変動額合計 36 △44 

当期末残高 1,777 1,732 

別途積立金 

前期末残高 183,400 183,400 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 183,400 183,400 
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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) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 7,921 10,057 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,169 △1,175 

固定資産圧縮積立金の積立 △73 △228 

固定資産圧縮積立金の取崩 36 273 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,342 △8,195 

当期変動額合計 2,135 △9,326 

当期末残高 10,057 731 

利益剰余金合計 

前期末残高 193,932 196,105 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,169 △1,175 

固定資産圧縮積立金の積立 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,342 △8,195 

当期変動額合計 2,172 △9,371 

当期末残高 196,105 186,733 

自己株式 

前期末残高 △10,303 △9,402 

当期変動額 

自己株式の取得 △13 △10 

自己株式の処分 914 2 

当期変動額合計 901 △8 

当期末残高 △9,402 △9,410 

株主資本合計 

前期末残高 187,210 190,324 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,169 △1,175 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,342 △8,195 

自己株式の取得 △13 △10 

自己株式の処分 955 2 

当期変動額合計 3,114 △9,379 

当期末残高 190,324 180,945 
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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) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 539 △8,416 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△8,955 924 

当期変動額合計 △8,955 924 

当期末残高 △8,416 △7,492 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 539 △8,416 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△8,955 924 

当期変動額合計 △8,955 924 

当期末残高 △8,416 △7,492 

純資産合計 

前期末残高 187,749 181,908 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,169 △1,175 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,342 △8,195 

自己株式の取得 △13 △10 

自己株式の処分 955 2 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,955 924 

当期変動額合計 △5,841 △8,454 

当期末残高 181,908 173,453 
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該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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6. その他の情報

個別の部門別受注実績、完成実績、次期繰越高、得意先別完成実績

 (1) 部門別受注実績

 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成20年３月期 平成21年３月期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電線工事 23,034 18.4 25,095 22.4 2,061 8.9

発送変電工事 4,999 4.0 3,120 2.8 △1,879 △37.6

情報通信工事 6,595 5.3 4,232 3.8 △2,363 △35.8

一般内外線工事 72,227 57.8 62,470 55.9 △9,757 △13.5

空調管工事 18,099 14.5 16,897 15.1 △1,201 △6.6

合   計 124,956 100.0 111,815 100.0 △13,141 △10.5

 (2) 部門別完成実績

 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成20年３月期 平成21年３月期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電線工事 23,112 19.1 24,867 21.4 1,755 7.6

発送変電工事 4,435 3.6 3,969 3.4 △466 △10.5

情報通信工事 5,718 4.7 5,032 4.3 △686 △12.0

一般内外線工事 69,230 57.2 64,750 55.6 △4,480 △6.5

空調管工事 18,607 15.4 17,742 15.3 △864 △4.6

合   計 121,103 100.0 116,362 100.0 △4,741 △3.9

 (3) 部門別次期繰越高

 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成20年３月期 平成21年３月期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電線工事 202 0.3 430 0.8 228 112.4

発送変電工事 2,927 5.2 2,078 4.0 △849 △29.0

情報通信工事 1,442 2.6 642 1.2 △799 △55.5

一般内外線工事 42,833 76.2 40,553 78.5 △2,279 △5.3

空調管工事 8,833 15.7 7,987 15.5 △845 △9.6

合   計 56,239 100.0 51,692 100.0 △4,546 △8.1

 (4) 得意先別完成実績 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成20年３月期 平成21年３月期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

中国電力㈱ 29,236 24.2 31,665 27.2 2,429 8.3

官公庁 16,029 13.2 12,431 10.7 △3,597 △22.4

一般得意先 75,838 62.6 72,265 62.1 △3,572 △4.7

合   計 121,103 100.0 116,362 100.0 △4,741 △3.9
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