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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 32,418 △1.4 1,048 61.4 1,310 65.2 77 △79.1

20年3月期 32,866 △0.8 649 73.9 792 60.1 371 △7.9

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 3.28 ― 0.5 4.4 3.2
20年3月期 15.54 ― 2.3 2.7 2.0

（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 30,742 15,666 51.0 667.03
20年3月期 29,296 15,933 54.4 666.96

（参考） 自己資本   21年3月期  15,666百万円 20年3月期  15,933百万円

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 611 △974 △313 4,920
20年3月期 1,431 △315 △191 5,596

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
純資産配当

率（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 ― 3.00 ― 4.50 7.50 179 48.3 1.1
21年3月期 ― 3.00 ― 2.50 5.50 129 167.5 0.8

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 90.3

3.  22年3月期の業績予想（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）

 

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

12,500 △1.7 100 △27.2 200 △29.2 50 △17.7 2.13

通期 28,500 △12.1 280 △73.3 510 △61.1 130 67.2 5.53
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注) 詳細は、17ページ～18ページ「重要な会計方針」及び19ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、23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 24,969,993株 20年3月期 24,969,993株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,482,676株 20年3月期  1,080,418株

※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～4ページ「１．経営成績(１)経営成績に関する分析及び(４)事業等のリスク」をご覧ください。 
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１．経営成績

(1)経営成績に関する分析

(当期の経営成績)

売上高の内訳は次のとおりです。
　　屋内線・空調管工事　 174億34百万円（前期比  11.9％減）
　　配電線工事　　　　　  83億70百万円（前期比   6.2％増)
　　その他工事　　　 　 　59億51百万円（前期比  40.8％増）
　　兼業事業　　　　　　　 6億61百万円（前期比  32.1％減）

(次期の見通し)

次期の業績は、次のとおり見込んでいます。
　　受注高　　   270億円
　　売上高　　   285億円
　　営業利益　 　  2億80百万円
　　経常利益　 　  5億10百万円
　　当期純利益 　  1億30百万円

(2)財政状態に関する分析

(資産、負債、純資産の状況)

(キャッシュ・フローの状況)

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益2億73百万円に対して、未成工事支出

金が増加したものの、主に仕入債務や引当金の増加などにより、6億11百万円増加（前期比8億19百
万円減）しました。

当期におけるわが国の経済は、前半期は原油・原材料価格の高騰が続き、後半期は米国のサブプラ
イムローン問題に端を発した海外経済の減速、円高基調による企業収益の大幅な減少および雇用・所
得環境の悪化による個人消費の低迷などから、景気は一段と後退色を強めながら推移しました。

このような状況のもとで、当社は全社を挙げてお客さまニーズの把握と的確な技術提案を行うなど
の営業活動を展開し、受注の確保に努めてまいりました結果、受注高は323億75百万円（前期比1.1％
増）、売上高は324億18百万円（前期比1.4％減）となりました。

今後の見通しとしては、原油・原材料価格の値下がりによる一定の経済効果が見込まれるものの、
企業収益や資金調達環境では悪化が続き、更に設備過剰感が強まる恐れがあるなど、当社の業績に直
結する民間工事は急速に減少すると思われ、当社を取り巻く事業環境は一段と厳しい状況になるもの
と予想されます。

また、利益面におきましては、採算性重視の受注活動および工程・原価管理を徹底したほか、全般
にわたるコスト削減に努めました結果、営業利益は10億48百万円（前期比61.4％増）、経常利益は13
億10百万円（前期比65.2％増）となりました。
　なお、当期純利益につきましては、投資有価証券評価損および研修センター売却にともなう特別損
失を計上したことなどから、77百万円（前期比79.1％減）となりました。

建設業界においては、従前から続く公共事業の縮小、景況感の悪化からくる企業の設備投資の急激
な減少などもあり、当社を取り巻く事業環境は過去に例を見ないほど厳しい状況で終始しました。

当社では、更なる受注・価格競争の激化が予測されるなかで適正な利益を生み出せる会社へと変革
を図るため、「コストの削減と利益管理の強化」「営業の強化」「信頼される事業活動の展開」の３
つの重点方針に基づき、全社一丸となって取り組んでまいる所存です。

　当期末の総資産は307億42百万円となり、前期末と比べ14億46百万円増加しました。
流動資産は未成工事支出金の増加などにより19億40百万円増加し、固定資産は有形固定資産の減少

などにより4億94百万円減少しました。
負債は、未成工事受入金が減少したものの、工事未払金の増加及びリース債務の計上などにより、

前期末と比べ17億12百万円増加し、150億75百万円となりました。
純資産は、当期純利益の計上があったものの、配当金の支払や自己株式の増加などにより、前期末

と比べ2億66百万円減少し、156億66百万円となりました。

当期末における現金及び現金同等物は、前期末より6億76百万円減少し、49億20百万円となりまし
た。
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（投資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・フローは、有価証券の償還があったものの、設備投資や投資有価証

券の取得及び関係会社貸付けにより、9億74百万円減少（前期比6億59百万円減）しました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払や自己株式の取得により、3億13百万円減

少（前期比1億21百万円減）しました。

(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 官公庁、特定取引先との取引
官公庁の公共投資の動向は政府や地方自治体の政策によって大きく左右されるため、官公庁から

受注する工事量が今後とも安定的に推移するとは限らないものと認識しています。
また、当社の売上高において、北陸電力株式会社からの受注工事量は大きな割合を占めておりま

す。
従って、公共投資や電力設備投資が予想を上回って削減された場合には、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。

② 取引先の経営状態
建設業界では、一契約における請負金額が大きく、また、工事完了後に工事代金を受け渡す条件

で契約を締結することが多く、このため、当社が工事代金を受領する前に、当該取引先の資金繰り
の悪化、或いは経営破綻により工事代金が回収できなくなる可能性があります。当社では貸倒れが
懸念される債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上し
ていますが、今後、回収不能債権額が多大となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性が
あります。

③ 材料価格の変動
工事材料の価格が高騰し、請負金額に反映することが困難な場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

④ 法的規制
当社が行う事業は、建設業法、建築基準法、独占禁止法、会社法等により法的な規制を受けてい

ます。そのため、上記法律の改廃や新たな法的規制の導入、適用基準の変更等によっては、当社の
業績に影響を及ぼす可能性があります。

当期末配当金につきましては、1株当たり2円50銭を予定しています。この結果、中間配当金を含む
当期の1株当たりの年間配当金は5円50銭となります。また、次期の配当金につきましては、1株当たり
の年間配当金は5円を予定しています。

　当社における投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項は、次のとおりです。
なお、当社はこれらの起こりうるリスクの可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の

対応に努める所存です。

当社の配当に関する方針は、企業体質強化を図り、安定的な経営基盤を確保するとともに、業績を
勘案して適時株主の皆様への利益還元に取り組むことを基本としております。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

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 53.1% 55.8% 53.7% 54.4% 51.0%

時価ベースの
自己資本比率

31.3% 50.7% 33.9% 24.1% 25.6%

・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

(注1) 株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。

(注2) 当社は有利子負債がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。
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２．企業集団の状況

　・電気工事及び空調管工事

〔その他の事業〕
　・電気機械器具等販売

　・不動産賃貸
　北工商事(株)は不動産賃貸及び保険代理店業務等を行っています。

当社は電力設備工事以外の電気工事、電気通信工事、管工事、水道施設工事、消防施設工事、土木
工事を請負施工しており、子会社である富山設備サービス(株)、石川設備サービス(株)及び福井設備
サービス(株)に対して工事の一部を発注しております。

　事業の系統図は次のとおりです。

当社の企業集団は、当社、子会社４社、その他の関係会社（被関連会社）１社で構成され、設備工事業を
主な事業の内容としています。

〔設備工事業〕

　当該企業集団の事業に係わる位置付け及び事業内容は次のとおりです。

　・電力設備工事
当社はその他の関係会社（被関連会社）である北陸電力(株)から配電設備等の電力供給設備に係わ

る電気工事を請負施工しています。

当社は電気機械器具及び材料の販売を行っており、子会社である富山設備サービス(株)は電気機械
器具の販売を行っています。

北　陸　電　力　(株) [その他の関係会社] そ の 他 の 得 意 先

お　　　　客　　　　さ　　　　ま

工事の施工,電気機械 器具及び材料の販売

北  陸  電  気  工  事  (株) [当社]

設 備 工 事 業 , そ の 他 の 事 業

工事の施工,電気 機械器具の販売 工事の 施工 不動産賃貸, 保険代理店業務

 富山設備サービス(株)  福井設備サービス(株) 北　工　商　事　(株)

石川設備サービス(株) そ　の　他　の　事　業

設 備 工 事 業 , そ の 他 の 事 業

非　連　結　子　会　社
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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

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。
　(当社ホームページ)

http://www.rikudenko.co.jp/

　(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ))
http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

(3)会社の対処すべき課題

平成19年3月期決算短信(非連結)(平成19年5月9日開示)により開示を行った内容から重要な変更がない
ため開示を省略します。

当社における喫緊の課題は先ず受注を確保することであり、情報の早期入手やお客さまニーズの把握
に努め、お客さまにとって価値ある技術提案を行うことで信頼関係に根ざした営業活動をさらに強化し
てまいります。また、必要利益を創出するために、工事部門では工程管理・原価管理を徹底し工事原価
の一層の削減を図り、管理部門では業務総点検による業務の簡素化・効率化を行うなど管理コストの削
減を推進するとともに、要員の適正配置と過大な設備資産を見直し、生産性の向上につなげてまいりま
す。さらに、業務の基盤である安全の確保や品質の向上に努めるとともに、コンプライアンスの徹底に
取り組み、業務の透明性と信頼性を確保してまいります。

この厳しい環境下で経営資源の効率的な運用を実現し、低価格でも創意工夫を凝らし課題に果敢に挑
戦することによって利益を創出し、地域社会およびお客さまからの信用・信頼を得られる企業、社員の
幸福に寄与する企業を目指してまいります。

世界同時の景気後退と株安・円高の進行などから、輸出を中心とする製造業の生産調整を背景に民間
設備投資は加速度的に悪化しており、今後、建設業における受注環境は一段と厳しいものとなり、工事
価格も引き続き低迷するものと考えられます。
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4.【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 5,596 4,920

受取手形 1,377 1,423

完成工事未収入金 ※1  5,697 ※1  5,888

有価証券 299 649

未成工事支出金 2,942 4,172

材料貯蔵品 186 201

繰延税金資産 313 387

未収入金 － 899

その他 163 178

貸倒引当金 △84 △289

流動資産合計 16,492 18,433

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,944 4,988

減価償却累計額 △3,447 △2,670

建物（純額） 3,496 2,317

構築物 796 600

減価償却累計額 △655 △512

構築物（純額） 140 87

機械及び装置 359 357

減価償却累計額 △340 △342

機械及び装置（純額） 19 14

車両運搬具 841 993

減価償却累計額 △658 △698

車両運搬具（純額） 182 295

工具、器具及び備品 2,116 2,156

減価償却累計額 △1,819 △1,871

工具、器具及び備品（純額） 296 284

土地 5,159 5,186

リース資産 － 716

減価償却累計額 － △1

リース資産（純額） － 715

有形固定資産合計 9,296 8,902

無形固定資産 99 86

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  2,136 ※2  1,577

関係会社株式 102 102

長期貸付金 ※2  12 ※2  12
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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) 

従業員に対する長期貸付金 8 5

関係会社長期貸付金 － 325

破産債権、更生債権等 95 274

長期前払費用 6 5

繰延税金資産 1,032 1,212

その他 152 120

貸倒引当金 △137 △317

投資その他の資産合計 3,407 3,319

固定資産合計 12,803 12,308

資産合計 29,296 30,742

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,086 3,551

工事未払金 3,222 4,684

リース債務 － 71

未払金 464 554

未払費用 309 335

未払法人税等 335 241

未成工事受入金 ※1  2,120 ※1  1,497

工事損失引当金 － 2

その他 199 440

流動負債合計 10,738 11,379

固定負債   

リース債務 － 685

退職給付引当金 2,595 2,972

役員退職慰労引当金 25 34

その他 3 3

固定負債合計 2,623 3,696

負債合計 13,362 15,075

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,328 3,328

資本剰余金   

資本準備金 2,803 2,803

資本剰余金合計 2,803 2,803

利益剰余金   

利益準備金 360 360

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 49 48

別途積立金 8,934 8,934
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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) 

繰越利益剰余金 901 787

利益剰余金合計 10,245 10,130

自己株式 △533 △654

株主資本合計 15,844 15,608

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 88 58

評価・換算差額等合計 88 58

純資産合計 15,933 15,666

負債純資産合計 29,296 30,742
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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 ※1  31,891 ※1  31,756

兼業事業売上高 ※1  974 ※1  661

売上高合計 32,866 32,418

売上原価   

完成工事原価 28,285 27,734

兼業事業売上原価 894 622

売上原価合計 29,179 28,357

売上総利益   

完成工事総利益 3,605 4,022

兼業事業総利益 80 38

売上総利益合計 3,686 4,061

販売費及び一般管理費   

役員報酬 74 71

従業員給料手当 1,599 1,429

退職金 7 9

退職給付費用 140 171

役員退職慰労引当金繰入額 8 9

法定福利費 210 190

福利厚生費 67 61

修繕維持費 30 15

事務用品費 175 88

通信交通費 90 78

動力用水光熱費 32 19

調査研究費 34 89

広告宣伝費 12 9

貸倒引当金繰入額 77 407

交際費 17 17

寄付金 7 7

地代家賃 84 46

減価償却費 131 84

租税公課 109 91

保険料 9 8

雑費 116 104

販売費及び一般管理費合計 3,036 3,012

営業利益 649 1,048
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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) 

営業外収益   

受取配当金 22 ※1  68

受取手数料 － 62

保険配当金 21 －

その他 101 133

営業外収益合計 145 264

営業外費用 2 3

経常利益 792 1,310

特別利益   

前期損益修正益 ※2  1 ※2  0

固定資産売却益 ※3  0 ※3  58

投資有価証券売却益 4 －

退職給付制度終了益 － 128

特別利益合計 5 188

特別損失   

固定資産売却損 ※4  2 ※4  850

固定資産除却損 ※5  17 ※5  6

投資有価証券償還損 － 21

投資有価証券評価損 55 237

ゴルフ会員権評価損 0 3

減損損失 － ※6  105

特別損失合計 75 1,224

税引前当期純利益 723 273

法人税、住民税及び事業税 387 429

法人税等調整額 △35 △234

法人税等合計 351 195

当期純利益 371 77
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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 3,328 3,328

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,328 3,328

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,803 2,803

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,803 2,803

資本剰余金合計   

前期末残高 2,803 2,803

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,803 2,803

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 360 360

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 360 360

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 51 49

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 49 48

別途積立金   

前期末残高 8,434 8,934

当期変動額   

別途積立金の積立 500 －

当期変動額合計 500 －

当期末残高 8,934 8,934

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,209 901

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 1 1
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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) 

別途積立金の積立 △500 －

剰余金の配当 △179 △178

当期純利益 371 77

自己株式の処分 △1 △14

当期変動額合計 △307 △113

当期末残高 901 787

利益剰余金合計   

前期末残高 10,055 10,245

当期変動額   

剰余金の配当 △179 △178

当期純利益 371 77

自己株式の処分 △1 △14

当期変動額合計 190 △115

当期末残高 10,245 10,130

自己株式   

前期末残高 △521 △533

当期変動額   

自己株式の取得 △15 △167

自己株式の処分 3 46

当期変動額合計 △12 △120

当期末残高 △533 △654

株主資本合計   

前期末残高 15,665 15,844

当期変動額   

剰余金の配当 △179 △178

当期純利益 371 77

自己株式の取得 △15 △167

自己株式の処分 2 31

当期変動額合計 178 △236

当期末残高 15,844 15,608
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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 272 88

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △184 △30

当期変動額合計 △184 △30

当期末残高 88 58

評価・換算差額等合計   

前期末残高 272 88

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △184 △30

当期変動額合計 △184 △30

当期末残高 88 58

純資産合計   

前期末残高 15,938 15,933

当期変動額   

剰余金の配当 △179 △178

当期純利益 371 77

自己株式の取得 △15 △167

自己株式の処分 2 31

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △184 △30

当期変動額合計 △5 △266

当期末残高 15,933 15,666
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 723 273

減価償却費 377 390

減損損失 － 105

貸倒引当金の増減額（△は減少） 73 385

工事損失引当金の増減額（△は減少） △31 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △76 377

前払年金費用の増減額（△は増加） 162 －

受取利息及び受取配当金 △43 △91

有形固定資産売却損益（△は益） △0 791

投資有価証券売却損益（△は益） △4 －

投資有価証券償還損益（△は益） － 21

投資有価証券評価損益（△は益） 55 237

売上債権の増減額（△は増加） 764 △212

未成工事支出金の増減額（△は増加） 125 △1,230

その他の流動資産の増減額（△は増加） △22 △181

仕入債務の増減額（△は減少） △1,933 953

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,416 △623

未払消費税等の増減額（△は減少） 76 △44

その他の流動負債の増減額（△は減少） 58 49

その他 △66 △161

小計 1,654 1,043

利息及び配当金の受取額 46 90

法人税等の支払額 △269 △522

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,431 611

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 400 300

有形固定資産の取得による支出 △504 △798

有形固定資産の売却による収入 4 241

無形固定資産の取得による支出 △4 △24

投資有価証券の取得による支出 △203 △432

投資有価証券の売却による収入 9 －

関係会社貸付けによる支出 － △325

敷金及び保証金の回収による収入 4 38

その他 △21 25

投資活動によるキャッシュ・フロー △315 △974

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △13 △135

配当金の支払額 △178 △177

財務活動によるキャッシュ・フロー △191 △313
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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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 924 △676

現金及び現金同等物の期首残高 4,671 5,596

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  5,596 ※1  4,920
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(5)継続企業の前提に関する注記
　該当事項はありません。

(6)重要な会計方針

１． (1) 子会社株式 (1) 子会社株式
　移動平均法による原価法 同左

(2) その他有価証券 (2) その他有価証券
　①時価のあるもの 　①時価のあるもの

同左

　②時価のないもの 　②時価のないもの
同左

２． (1) 未成工事支出金 (1) 未成工事支出金
　個別法による原価法

(2) 材料貯蔵品 (2) 材料貯蔵品
　総平均法による原価法

(会計方針の変更)

３． (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
同左

　建物及び構築物
６～５０年

　機械装置及び車両運搬具
４～１０年

(会計方針の変更)

(追加情報)

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産(リース資産を除く)
同左

固定資産の減価
償却の方法

有価証券の評価
基準及び評価方
法

　移動平均法による原価法
たな卸資産の評
価基準及び評価
方法

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ
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。

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)

定率法（ただし、建物（附属設備を除
く）については定額法）によっている。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで
ある。

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
算定している）

総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基づく簿価切
下げの方法)

個別法による原価法(貸借対照表価額に
ついては収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法)

当事業年度より、「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。

これによる損益に与える影響は軽微で
ある。

これによる損益に与える影響額は軽微
である。

法人税法改正に伴い、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%に到達した事業年
度の翌事業年度より、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。

これにより、営業利益、経常利益及び
税引前当期純利益がそれぞれ22百万円減
少している。

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
く定額法によっている。
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(3) リース資産

４． (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金
同左

(2) 工事損失引当金 (2) 工事損失引当金
同左

(3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金

(追加情報)

(4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金
同左

５． 　工事完成基準によっている。 同左

６．

７． 同左

８． 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理
同左

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
いる。

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か月以内に償還期限の到来
する短期投資からなる。

消費税及び地方消費税に相当する額の
会計処理は、税抜方式によっている。

その他財務諸表
作成のための基
本となる重要な
事項

引当金の計上基
準

キャッシュ・フ
ロー計算書にお
ける資金の範囲

完成工事高の計
上基準

リース取引の処
理方法

　至 平成20年3月31日)

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の見込額
に基づき計上している。

過去勤務債務は、その発生年度におけ
る従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数(５年)による定額法により、発生
した年度から費用処理している。

数理計算上の差異は、その発生年度に
費用処理している。

ただし、長期請負工事（工期３か年以
上で請負金額５億円以上の工事）につい
ては、工事進行基準によっている。

当社は平成21年2月に税制適格年金の契
約を解約し、退職年金制度を廃止してい
る。これに伴い、「退職給付制度間の移
行等に関する会計処理」（企業会計基準
適用指針第１号）を適用した結果、退職
給付制度終了益として128百万円を特別利
益に計上している。

数理計算上の差異は、その発生年度に
費用処理している。

役員の退職慰労金の支給に備えて、内
規に基づく当事業年度末要支給額を計上
している。

過去勤務債務は、その発生年度におけ
る従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数(５年)による定額法により、発生
した年度から費用処理している。

売上債権、貸付金等の貸倒による損失
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いる。

受注工事に係る将来の損失に備えるた
め、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
的に見積もることができる工事につい
て、損失見込額を計上している。

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いる。

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。
なお、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。

当事業年度
(自 平成20年4月 1日
　至 平成21年3月31日)

前事業年度
(自 平成19年4月 1日

北陸電気工事㈱　(１９３０)　平成21年3月期決算短信　(非連結)
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(7)重要な会計方針の変更

(リース取引に関する会計基準)

(8)表示方法の変更

(貸借対照表) (貸借対照表)

(損益計算書)

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、当事業年度より、「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。
　これによる損益に与える影響は軽微である。

なお、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。

営業外収益の「受取手数料」は前事業年度において
営業外収益の「その他」に含めて表示していたが、営
業外収益総額の100分の10を超えたため区分掲記した。

なお、前事業年度の営業外収益の「その他」に含ま
れている「受取手数料」は11百万円である。

前事業年度において区分掲記していた営業外収益の
「保険配当金」は金額が100分の10を下回ったため、営
業外収益の「その他」に含めることとした。

流動資産の「未収入金」は、前事業年度において流
動資産の「その他」に含めて表示していたが、資産総
額の100分の1を超えたため、区分掲記した。

なお、前事業年度の流動資産の「その他」に含まれ
ている「未収入金」は151百万円である。

(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)

流動負債の「未払金」及び「未払費用」は、前事業
年度において流動負債の「その他」に含めて表示して
いたが、負債純資産合計額の100分の1を超えたため、
区分掲記した。

なお、前事業年度の流動負債の「その他」に含まれ
ている「未払金」及び「未払費用」はそれぞれ290百万
円、249百万円である。

なお、当事業年度の営業外収益の「その他」に含ま
れている「保険配当金」は21百万円である。

前事業年度 当事業年度
(自 平成19年4月 1日
　至 平成20年3月31日)

(自 平成20年4月 1日
　至 平成21年3月31日)

前事業年度
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(9)財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

※ １ ※ １

完成工事未収入金 百万円 完成工事未収入金 百万円
未成工事受入金 未成工事受入金

※ ２ 担保資産 ※ ２ 担保資産

投資有価証券 百万円 投資有価証券 百万円
長期貸付金 長期貸付金

各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の
とおりである。

1,233

当社が出資しているＰＦＩ事業に関する事業会社の借
入債務に対して、下記の資産を担保に供している。

当社が出資しているＰＦＩ事業に関する事業会社の借
入債務に対して、下記の資産を担保に供している。

225

各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の
とおりである。

0

550

当事業年度
(平成21年3月31日)

前事業年度
(平成20年3月31日)

0
126

2,049
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(損益計算書関係)

※ １ 　関係会社との取引に係るものは、次のとおりである。 ※ １ 　関係会社との取引に係るものは、次のとおりである。
完成工事高 百万円 完成工事高 百万円
兼業事業売上高 兼業事業売上高

受取配当金

※ ２ 　前期損益修正益の内訳は、次のとおりである。 ※ ２ 　前期損益修正益の内訳は、次のとおりである。
貸倒引当金戻入額 百万円 貸倒引当金戻入額 百万円
その他 その他

計 計

※ ３ 　固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。 ※ ３ 　固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。
車両運搬具 百万円 車両運搬具 百万円

土地
計

※ ４ 　固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。 ※ ４ 　固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。
車両運搬具 百万円 建物 百万円

その他 構築物
計 車両運搬具

計

※ ５ 　固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。 ※ ５ 　固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。

建物 百万円 車両運搬具 百万円

工具器具・備品 工具器具・備品
その他 その他

計 計

※ ６ 　減損損失

3
17

0

809

8
5

6

1

850

0

2
0
2

1
4

38

0
0
1

0
0

0

　至 平成20年3月31日) 　至 平成21年3月31日)

20
9,756 12,774

(自 平成19年4月 1日

17

(自 平成20年4月 1日
前事業年度 当事業年度

用途

遊休
資産

場所

新潟県
南魚沼郡

遊休
資産

遊休
資産

種類

当事業年度において、当社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。

48

当社は、事業用資産については管理会計上の区分であ
る支店単位に、遊休資産については個別の物件毎にグ
ルーピングし、減損損失の測定を行っている。

その結果、地価の下落などにより遊休資産のうち上記
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（105百万円）として特別損失に計上してい
る。

なお、当該資産グループの回収可能額は正味売却価額
により測定しており、固定資産税評価額などを基に評価
している。

58
58

2

富山県
黒部市

富山県
小矢部市

建物

59

減損損失
(百万円)

24

21
土地

建物

建物
構築物
土地

土地
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) 1. 増加は、単元未満株式の買取によるものである。

2. 減少は、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。

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

当事業年度(自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) 1. 増加は、取締役会決議による取得及び単元未満株式の買取によるものである。

2. 減少は、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。

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

平成19年11月30日

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

3 平成19年9月30日

平成19年6月28日

定時株主総会

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

107

配当の原資

平成20年10月31日
普通株式 70 3

当事業年度末
株式数(千株)

平成20年6月26日

24,969普通株式

当事業年度末
株式数(千株)

－ － 24,969

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)

株式の種類
前事業年度末
株式数(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)

決議 株式の種類

株式の種類

普通株式

2.5

1,080

普通株式

平成21年6月26日平成21年3月31日

平成20年6月27日

１株当たり
配当額(円)

100

平成20年3月31日4.5

効力発生日

基準日 効力発生日

基準日

平成20年9月30日 平成20年12月1日

定時株主総会

決議 株式の種類

平成19年6月27日
普通株式 107 平成19年3月31日4.5

配当の原資

503

平成20年6月27日

株式の種類
配当金の総額

(百万円)
効力発生日

１株当たり
配当額(円)

1,482

4.5107

当事業年度
減少株式数(千株)

利益剰余金 平成20年3月31日

71
取締役会

基準日

当事業年度末
株式数(千株)

24,969 － － 24,969

前事業年度末
株式数(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)

株式の種類

普通株式

定時株主総会

平成20年6月26日
普通株式

前事業年度末
株式数(千株)

決議

平成19年10月31日
普通株式

利益剰余金

当事業年度末
株式数(千株)

普通株式 1,043 43 7 1,080

株式の種類
前事業年度末
株式数(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

取締役会

平成21年6月25日
普通株式 58

定時株主総会
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

 現金預金勘定 百万円  現金預金勘定 百万円

 現金及び現金同等物  現金及び現金同等物

(１株当たり情報)

　１株当たり純資産額

(注)1.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いない。

　　2.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　当期純利益 (百万円)

　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 (百万円)

　普通株式の期中平均株式数 (千株)

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

(開示の省略等)

　１株当たり当期純利益金額

371

－

23,903

15.54円

77

(自 平成20年4月 1日

666.96円

前事業年度
 (自 平成19年4月 1日

　 至 平成20年3月31日)

667.03円

当事業年度

23,673

  至 平成20年3月31日)

371

77

  至 平成21年3月31日)

3.28円

前事業年度
(自 平成19年4月 1日

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)
現金及び現金同等物の事業年度末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び現金同等物の事業年度末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

リース取引、有価証券、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付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。

またデリバティブ取引、持分法投資損益等、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項に
ついては、該当事項はありません。

5,596 4,920

5,596 4,920

当事業年度
 (自 平成20年4月 1日

　 至 平成21年3月31日)

－
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５．受注高・売上高・次期繰越高

(1)受注高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

18,635 58.2 18,783 58.0 148 0.8
8,010 25.0 8,511 26.3 501 6.3
5,378 16.8 5,080 15.7 △ 297 △ 5.5

32,024 100.0 32,375 100.0 351 1.1

(2)売上高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

19,781 60.1 17,434 53.8 △ 2,346 △ 11.9
7,882 24.0 8,370 25.8 487 6.2
4,227 12.9 5,951 18.4 1,724 40.8

31,891 97.0 31,756 98.0 △ 134 △ 0.4
974 3.0 661 2.0 △ 313 △ 32.1

32,866 100.0 32,418 100.0 △ 447 △ 1.4

(3)次期繰越高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

8,575 65.9 9,924 72.8 1,349 15.7
1,566 12.0 1,708 12.5 141 9.0
2,874 22.1 2,003 14.7 △ 871 △ 30.3

13,017 100.0 13,636 100.0 619 4.8

(4)得意先別受注高・完成工事高

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

13,260 41.0 12,771 40.2
19,115 59.0 18,985 59.8
32,375 100.0 31,756 100.0

(5)次期(22年3月期)の得意先別受注高・完成工事高

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

11,000 40.7 11,100 40.1
16,000 59.3 16,600 59.9
27,000 100.0 27,700 100.0

受注高 完成工事高

(自 平成20年4月 1日

(平成20年3月31日) (平成21年3月31日)

(自 平成20年4月 1日
前事業年度

  至 平成20年3月31日)   至 平成21年3月31日)

  至 平成20年3月31日)

兼 業 事 業
合 計

計

  至 平成21年3月31日)

前事業年度

増減
前事業年度

(自 平成19年4月 1日

(自 平成19年4月 1日

当事業年度

当事業年度

当事業年度

増減

増減

配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

そ の 他 工 事
計

屋内線・空調管工事

屋内線・空調管工事
配 電 線 工 事

計

屋内線・空調管工事
配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

完成工事高

北 陸 電 力 ㈱

北 陸 電 力 ㈱
一 般 得 意 先

計

一 般 得 意 先

計

受注高
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