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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 13,014 26.1 484 ― 501 662.0 139 112.6
20年3月期 10,316 △18.5 42 ― 65 ― 65 ―

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 21.46 ― 4.0 7.1 3.7
20年3月期 10.09 ― 1.9 0.9 0.4

（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 7,689 3,493 45.4 539.41
20年3月期 6,531 3,431 52.5 529.25

（参考） 自己資本   21年3月期  3,493百万円 20年3月期  3,431百万円

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 630 3 △0 1,542
20年3月期 43 102 △0 909

2.  配当の状況 

平成22年3月期の配当予想は未定であります。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 12 9.3 0.4
22年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

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 3,000 △20.6 △230 ― △225 ― △230 ― △35.50

通期 11,000 △15.5 100 △79.3 110 △78.1 50 △64.0 7.72
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

[（注）詳細は、14ページ「重要な会計方針」の（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、20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 6,500,000株 20年3月期 6,500,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  23,795株 20年3月期  16,725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予想数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想にはさまざまな不確定要素が
内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は添付資料の３ページをご参照ください。 
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①当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題の発生に伴う信用収縮から９月にはリーマン・

ブラザースの破綻、11月にはＧＭ・トヨタショックの発生があり、金融経済の悪化が実体経済まで影響

する中、株安・円高など底の見えない不況に見舞われ、経営環境は一段と厳しさを増しました。 

北海道経済におきましても、民間設備投資が昨年末以降激減するとともに、国・自治体の財政難によ

る公共投資の削減も継続しているため、極めて厳しい景気後退局面となりました。 

このような状況のなか、当社は経営業績改善対策の継続推進と収益力１％改善全社活動の結果、受注

高は12,465百万円で前年度比16.6％の増加、売上高は13,014百万円で前年度比26.1％の増収となり、経

常利益は501百万円、当期純利益は139百万円を計上することができました。 

  

②次期の見通し 

次期の見通しといたしましては、原燃料価格の落ち着き等があるものの、世界的な金融市場の動揺

は、いまだに終息の気配はなく、これに連動し国内外の実体経済の悪化も急速に進んでおり、北海道に

おける設備投資関連も道外需要の弱さや不動産市況の悪化を背景に、更に厳しい経営環境が予想されま

す。 

このような状況のなかで、営業体制の強化や市場価格に対応できるコスト体質改善を図り、採算性の

向上に向けた原価管理の徹底、固定費の削減、業務効率化等に積極的に取組み、安定した経営基盤を確

立していく所存であります。 

次期の業績は、次のとおり見込んでおります。 

  

 受注高     10,000百万円 

 売上高     11,000百万円 

 営業利益      100百万円 

 経常利益      110百万円 

 当期純利益      50百万円 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

㈱北弘電社 （1734） 平成21年３月期決算短信
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①資産・負債・純資産の状況 

当事業年度の総資産は、前期末比1,157,904千円(17.7％)増加の7,689,824千円となりました。 

流動資産は、前期末比1,270,386千円(26.2％)増加の6,116,678千円、固定資産は、前期末比112,481

千円(6.7％)減少の1,573,145千円となりました。 

流動資産の増加の主な要因は、現金預金833,527千円、売掛債権543,459千円増等によるものです。 

固定資産のうち有形固定資産は、前期末比35,002千円(2.9％)減少の1,188,827千円となりました。 

この減少の主な要因は、建物等の減価償却費、土地の減損等によるものです。 

投資その他の資産は、前期末比88,936千円(19.4％)減少の369,190千円となりました。 

この減少の主な要因は、投資有価証券の評価減等によるものです。 

負債合計は、買掛債務385,437千円、未払金368,084千円、未払法人税等254,758千円等の増加で、前

期末比1,095,858千円(35.3％)増加の4,196,483千円となりました。 

純資産合計は、利益剰余金139,075千円(7.5％)増加となりましたが、その他有価証券評価差額金

76,355千円減少等で、前期末比62,045千円(1.8％)増加の3,493,340千円となりました。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は1,542,656千円、前事

業年度に比べ633,528千円の増加となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそ

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) 

営業活動の結果得られた資金は、630,407千円となりました。この増加は、営業収入の増加等によ

るものであります。 

また、前事業年度に比べ得られた資金は586,783千円増加しました。  

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は、3,795千円となりました。この増加は、投資有価証券の売却によ

る収入等によるものであります。 

また、前事業年度に比べ得られた資金は98,977千円減少しました。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、674千円となりました。この減少は、単元未満自己株式の取得に

よるものであります。 

また、前事業年度に比べ使用した資金は、272千円増加しました。 

  

(2) 財政状態に関する分析

㈱北弘電社 （1734） 平成21年３月期決算短信
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利益配分につきましては、経営体質の強化並びに将来の事業展開に備えるため、技術力の強化・技術

者の育成及び社内インフラ充実のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくこ

とを基本方針といたします。 

当期の配当につきましては、財務体質強化のため、過去２年連続の無配とさせていただきましたが、

当期の業績ならびに基本方針等を総合的に勘案し、１株当たり２円の配当を予定しております。 

なお、次期の配当につきましては、現時点では未定であります。 

  

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確認した上で、発生の回避及び発生した場合の対

応に努める所存です。 

  

①景気の変動について 

景気動向の影響で、公共投資の縮小や設備投資の抑制等により、工事受注量の減少、過当競争によ

る受注価格の下落が今後も続く場合並びに原油・素材価格の上昇や賃金の上昇によるコスト高等で、

当社の業績に悪影響が出る場合があります。 

  

②工事損失引当金について 

厳しい受注環境が続いており今後も価格競争の激化が予想され、損失が見込まれる工事の受注が発

生した場合には、工事損失引当金を計上することで業績に悪影響が生じる可能性があります。 

  

③法的規制について 

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業績等に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

(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
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近の有価証券報告書(平成20年６月27日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

当社は、「成長性」「収益性」「効率性」「健全性」の視点から経営改善諸施策を展開し、事業を推

進してまいります。 

企業理念として「常に顧客優先の精神に徹し、優れた技術と豊かな創造力により、地域社会の活性化

と生活環境の向上に貢献する」を掲げ、お客様に対して、常に 高の技術とサービスを提供するととも

に、社会環境や安全性に十分配慮し、さらなる企業価値の向上に努めます。 

また、企業倫理の確立と法令順守を徹底し、社会への貢献を果たしてまいります。 

  

目標とする経営指標としましては、特に、安定的な収益確保及び収益力の強化を目指すため、営業利

益の拡大と売上高営業利益率の向上を重要な目標としております。 

  

中長期政策といたしましては、今後成長が期待されるリニューアル分野、新エネルギー分野、環境分

野、情報通信分野、セキュリティー分野の積極的拡大を柱に、①差別化技術の開発と原価低減の実現

②メンテナンス事業の充実拡大 ③顧客満足を高める工事品質と製品の提供 ④協力会社の強化育成

⑤人材の育成等に積極的に取り組んでまいります。 

  

北海道の建設業界は、民間設備投資の激減や公共投資の継続的縮小等による需要の減少から極めて厳

しい市場環境の中で、生き残りをかけた企業間競争の激化が予想されます。 

当社はこのような経営環境に対処するため、①収益力の向上(利益ある受注高・売上高の確保、収益

力1％改善活動の継続展開、ＶＡ活動の徹底によるコスト競争力強化、営業費用の効率的運用による固

定費の削減) ②人材の育成と生産性の向上 ③企業倫理・遵法の徹底を図り、一層の業績改善に推進

してまいります。 

  

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

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 709,128 1,542,656 

受取手形 ※3 388,397 ※3 264,592 

完成工事未収入金 ※1 2,566,194 ※1 3,346,069 

売掛金 364,340 251,730 

有価証券 200,000 － 

商品 31,184 36,668 

未成工事支出金 405,479 249,066 

前払費用 11,885 9,847 

立替金 115,741 384,823 

その他 ※1 58,428 ※1 33,724 

貸倒引当金 △4,486 △2,500 

流動資産合計 4,846,292 6,116,678 

固定資産 

有形固定資産 

建物 1,647,287 1,653,077 

減価償却累計額 △925,600 △958,666 

建物（純額） 721,686 694,411 

構築物 71,056 71,898 

減価償却累計額 △58,309 △60,287 

構築物（純額） 12,746 11,610 

機械及び装置 2,340 2,112 

減価償却累計額 △1,588 △25 

機械及び装置（純額） 751 2,087 

車両運搬具 13,346 11,067 

減価償却累計額 △12,454 △10,581 

車両運搬具（純額） 892 485 

工具器具・備品 548,091 522,739 

減価償却累計額 △497,734 △457,087 

工具、器具及び備品（純額） 50,357 65,652 

土地 437,396 414,580 

有形固定資産計 1,223,830 1,188,827 

無形固定資産 

ソフトウエア 2,895 14,606 

電話加入権 351 351 

その他 422 168 

無形固定資産計 3,669 15,126 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2 341,088 ※2 261,664 

関係会社株式 10,344 5,292 

出資金 2,617 2,617 

従業員に対する長期貸付金 825 380 

破産更生債権等 12,633 10,545 

長期前払費用 1,188 － 

会員権等 17,602 16,402 

その他 ※1 78,504 ※1 81,805 

貸倒引当金 △6,676 △9,516 

投資その他の資産計 458,127 369,190 

固定資産合計 1,685,627 1,573,145 

資産合計 6,531,919 7,689,824 

㈱北弘電社 （1734） 平成21年３月期決算短信
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(単位：千円) 

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 370,332 348,343 

工事未払金 348,393 292,600 

買掛金 ※1 983,842 ※1 1,447,061 

未払金 ※1 82,229 ※1 450,313 

未払費用 12,663 21,088 

未払法人税等 13,421 268,179 

未払消費税等 10,162 52,215 

未成工事受入金 269,340 287,681 

前受金 3,182 68 

預り金 44,169 29,870 

賞与引当金 90,953 81,308 

工事損失引当金 7,261 2,845 

流動負債合計 2,235,951 3,281,576 

固定負債 

長期未払金 － 192,749 

退職給付引当金 819,912 683,429 

役員退職慰労引当金 19,738 28,821 

環境対策引当金 7,817 9,907 

繰延税金負債 17,205 － 

固定負債合計 864,673 914,907 

負債合計 3,100,625 4,196,483 

純資産の部 

株主資本 

資本金 840,687 840,687 

資本剰余金 

資本準備金 687,087 687,087 

その他資本剰余金 21 21 

資本剰余金合計 687,108 687,108 

利益剰余金 

利益準備金 77,935 77,935 

その他利益剰余金 

情報システム構築準備金 20,000 20,000 

別途積立金 1,671,262 1,671,262 

繰越利益剰余金 96,482 235,557 

利益剰余金合計 1,865,680 2,004,755 

自己株式 △2,960 △3,634 

株主資本合計 3,390,514 3,528,916 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 40,780 △35,575 

評価・換算差額等合計 40,780 △35,575 

純資産合計 3,431,294 3,493,340 

負債純資産合計 6,531,919 7,689,824 

㈱北弘電社 （1734） 平成21年３月期決算短信
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

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 8,305,954 ※1 9,862,584 

商品売上高 ※1 2,010,671 ※1 3,151,732 

売上高合計 10,316,626 13,014,316 

売上原価 

完成工事原価 ※1 7,437,016 ※1 8,461,204 

商品期首たな卸高 16,518 31,184 

当期商品仕入高 1,866,083 2,937,449 

合計 1,882,602 2,968,633 

商品期末たな卸高 31,184 36,668 

商品売上原価 ※1 1,851,418 ※1 2,931,964 

売上原価合計 9,288,434 11,393,169 

売上総利益 

完成工事総利益 868,938 1,401,379 

商品売上総利益 159,253 219,767 

売上総利益合計 1,028,192 1,621,147 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 36,960 45,234 

従業員給料手当 ※1 453,326 ※1 607,672 

退職金 672 81 

退職給付費用 50,609 40,735 

役員退職慰労引当金繰入額 8,198 9,083 

法定福利費 50,406 71,431 

福利厚生費 20,751 19,512 

通信交通費 56,117 45,250 

広告宣伝費 6,811 5,707 

貸倒引当金繰入額 － 2,297 

交際費 14,416 16,587 

寄付金 791 1,135 

地代家賃 19,236 15,070 

減価償却費 36,221 37,434 

租税公課 35,468 37,170 

荷造運搬費 ※1 27,762 ※1 24,204 

雑費 168,392 158,301 

販売費及び一般管理費 986,143 1,136,909 

営業利益 42,048 484,237 

営業外収益 

受取利息 ※1 4,414 ※1 3,884 

受取配当金 8,096 6,979 

賃貸収入 4,943 4,099 

雑収入 7,303 5,387 

営業外収益合計 24,757 20,349 

営業外費用 

支払利息 800 478 

環境対策費 － 2,089 

雑支出 141 148 

営業外費用合計 941 2,716 

経常利益 65,864 501,871 
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(単位：千円) 

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 

固定資産売却益 ※2 10,512 － 

投資有価証券売却益 13,109 － 

貸倒引当金戻入額 1,424 1,986 

受取補償金 － 10,000 

特別利益合計 25,046 11,986 

特別損失 

固定資産除却損 ※3 725 ※3 2,984 

投資有価証券評価損 － 5,228 

会員権評価損 － 400 

商品廃棄損 4,083 － 

ソフトウエア除却損 4,758 － 

貸倒損失 2,300 － 

リース解約損 － 13,807 

貸倒引当金繰入額 4,735 4,435 

減損損失 － ※4 22,815 

退職給付制度終了損 － 63,596 

特別損失合計 16,602 113,267 

税引前当期純利益 74,308 400,590 

法人税、住民税及び事業税 8,898 261,515 

当期純利益 65,410 139,075 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

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 840,687 840,687 

当期末残高 840,687 840,687 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 687,087 687,087 

当期末残高 687,087 687,087 

その他資本剰余金 

前期末残高 21 21 

当期末残高 21 21 

資本剰余金合計 

前期末残高 687,108 687,108 

当期末残高 687,108 687,108 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 77,935 77,935 

当期末残高 77,935 77,935 

その他利益剰余金 

情報システム構築準備金 

前期末残高 20,000 20,000 

当期末残高 20,000 20,000 

別途積立金 

前期末残高 2,201,262 1,671,262 

当期変動額 

別途積立金の取崩 △530,000 0 

当期変動額合計 △530,000 0 

当期末残高 1,671,262 1,671,262 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △498,927 96,482 

当期変動額 

当期純利益 65,410 139,075 

別途積立金の取崩 530,000 0 

当期変動額合計 595,410 139,075 

当期末残高 96,482 235,557 

利益剰余金合計 

前期末残高 1,800,269 1,865,680 

当期変動額 

当期純利益 65,410 139,075 

当期変動額合計 65,410 139,075 

当期末残高 1,865,680 2,004,755 
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(単位：千円) 

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 △2,558 △2,960 

当期変動額 

自己株式の取得 △402 △673 

当期変動額合計 △402 △673 

当期末残高 △2,960 △3,634 

株主資本合計 

前期末残高 3,325,506 3,390,514 

当期変動額 

当期純利益 65,410 139,075 

自己株式の取得 △402 △673 

当期変動額合計 65,007 138,401 

当期末残高 3,390,514 3,528,916 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 121,504 40,780 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△80,724 △76,355 

当期変動額合計 △80,724 △76,355 

当期末残高 40,780 △35,575 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 121,504 40,780 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△80,724 △76,355 

当期変動額合計 △80,724 △76,355 

当期末残高 40,780 △35,575 

純資産合計 

前期末残高 3,447,011 3,431,294 

当期変動額 

当期純利益 65,410 139,075 

自己株式の取得 △402 △673 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △80,724 △76,355 

当期変動額合計 △15,716 62,045 

当期末残高 3,431,294 3,493,340 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

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 

営業収入 10,361,609 11,829,781 

原材料又は商品の仕入れによる支出 △3,657,049 △4,387,687 

人件費の支出 △1,583,823 △1,445,571 

外注費の支出 △3,900,008 △4,244,130 

その他の営業支出 △1,177,477 △1,119,143 

小計 43,252 633,250 

利息及び配当金の受取額 12,471 10,864 

利息の支払額 △801 △478 

受取賃貸料 4,876 4,079 

法人税等の支払額 △16,174 △17,308 

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,624 630,407 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △17,841 △7,110 

有形固定資産の売却による収入 18,132 164 

投資有価証券の取得による支出 △1,200 △14,042 

投資有価証券の売却による収入 104,551 23,713 

貸付けによる支出 △2,349 － 

貸付金の回収による収入 1,479 1,070 

投資活動によるキャッシュ・フロー 102,772 3,795 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 250,000 150,000 

短期借入金の返済による支出 △250,000 △150,000 

自己株式の取得による支出 △402 △674 

財務活動によるキャッシュ・フロー △402 △674 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 145,994 633,528 

現金及び現金同等物の期首残高 763,134 909,128 

現金及び現金同等物の期末残高 909,128 1,542,656 
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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)【重要な会計方針】

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)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

 ①時価のあるもの

   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しており

ます。)

その他有価証券

 ①時価のあるもの

   同左

 ②時価のないもの

   移動平均法による原価法

 ②時価のないもの

   同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 未成工事支出金 

  個別法による原価法

(1) 未成工事支出金 

 同左

(2) 商品 

  先入先出法による原価法

(2) 商品

 先入先出法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）

(会計方針の変更）

 通常の販売目的で保有するたな卸

資産については、従来、主として先

入先出法による原価法によっており

ましたが、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）が適用されたことに伴い、主と

して先入先出法による原価法（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）により

算定しております。

 この変更に伴う損益に与える影響

はありません。

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備は除く)

ａ 平成10年３月31日以前に取得し

たもの

  旧定率法によっております。

ｂ 平成10年４月１日から平成19年

３月31日までに取得したもの

  旧定額法によっております。

ｃ 平成19年４月１日以後に取得し

たもの

  定額法によっております。

建物以外

ａ 平成19年３月31日以前に取得し

たもの

  旧定率法によっております。

ｂ 平成19年４月１日以降に取得し

たもの

  定率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。 

 建物及び構築物 ３年～50年

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

建物(建物附属設備は除く)

ａ 平成10年３月31日以前に取得し

たもの

  旧定率法によっております。

ｂ 平成10年４月１日から平成19年

３月31日までに取得したもの

  旧定額法によっております。

ｃ 平成19年４月１日以後に取得し

たもの

  定額法によっております。

建物以外

ａ 平成19年３月31日以前に取得し

たもの

  旧定率法によっております。

ｂ 平成19年４月１日以降に取得し

たもの

  定率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。 

 建物及び構築物 ３年～50年
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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)

(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、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。 

 この変更により、損益に与える影

響は軽微であります。

(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。 

 この変更により、損益に与える影

響は軽微であります。

(2) 無形固定資産

 定額法を採用しております。

 なお、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)に基づく定額法を採用して

おります。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

  同左

(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

価額を零として算定する方法によっ

ております。

 なお、リース取引会計基準の改正

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、引き続き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。

(会計方針の変更)

 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

っておりましたが、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会計処理

によっております。

 当事業年度において、上記に該当

する新規のリース取引はないため、

これによる損益に与える影響はあり

ません。
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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)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に

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

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

(1)貸倒引当金 

  同左 

  

 

(2)賞与引当金

 従業員の賞与に充てるため、賞与

支給見込額の当事業年度負担額を計

上しております。

(2)賞与引当金

 同左

(3) 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。

(3) 退職給付引当金  

 従業員の退職給付に備えるため、退

職給付会計に基づく簡便法により、自

己都合の期末要支給額を計上しており

ます。
（追加情報）

 確定拠出年金法の施行に伴い、平

成21年４月１日に適格退職年金制度

から確定拠出年金制度に移行するた

め、平成21年３月に規程を改訂して

おります。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、退職給付制度終了損を特別

損失に63,596千円計上しておりま

す。

(4) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金 

  同左

(5) 工事損失引当金 

 受注工事に係る将来の工事損失に

備えるため、当事業年度末において

見込まれる未引渡工事の損失発生見

込額を計上しております。

(5) 工事損失引当金 

  同左 

(6) 環境対策引当金

 ＰＣＢ使用電気機器の処理支出に

備えるため、処理見込額を計上して

おります。

(6) 環境対策引当金

 同左

５ 収益費用の計上基準  完成工事高の計上基準は工事完成基

準によっております。 

 ただし、長期請負工事(工期１年以

上で請負金額１億円以上)について

は、工事進行基準によっております。 

 なお、工事進行基準により計上した

完成工事高は1,601,206千円、完成工

事原価は1,431,006千円であります。

 完成工事高の計上基準は工事完成基

準によっております。 

 ただし、長期請負工事(工期１年以

上で請負金額１億円以上)について

は、工事進行基準によっております。 

 なお、工事進行基準により計上した

完成工事高は2,668,804千円、完成工

事原価は2,241,869千円であります。

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。

――――
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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)

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 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ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

 同左

８ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理 

 同左
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(7)【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)

※１ このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。

完成工事未収入金 42,084千円

その他流動資産 10,588千円

その他投資等 61,703千円

買掛金 68,889千円

未払金 2,011千円

※１ このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。

完成工事未収入金 22,552千円

その他流動資産 9,497千円

その他投資等 63,052千円

買掛金 23,383千円

未払金 1,822千円

 

※２ 担保資産

投資有価証券 5,700千円

(取引先の優先債務に対する保証金 5,700千円)
 

※２ 担保資産

投資有価証券 5,700千円

(取引先の優先債務に対する保証金 5,700千円)

※３ 受取手形裏書譲渡高は262,686千円であります。 ※３ 受取手形裏書譲渡高は370,943千円であります。

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ このうち関係会社との取引にかかわるものは、次

のとおりであります。

完成工事高 383,578千円

商品売上高 179千円

仕入高(外注費を含む) 1,014,966千円

商品売上原価 73,231千円

従業員給料手当 10,831千円

運賃保管料他 20,669千円

受取利息 1,368千円

※１ このうち関係会社との取引にかかわるものは、次

のとおりであります。

完成工事高 401,118千円

商品売上高 160千円

仕入高(外注費を含む) 962,813千円

商品売上原価 77,068千円

従業員給料手当 5,672千円

運賃保管料他 19,103千円

受取利息 1,349千円

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。

土地 10,512千円  

※２        ――――

 

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

工具器具・備品 41千円

建物 684千円

計 725千円

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

工具器具・備品 1,757千円

機械及び装置 558千円

建物 668千円

計 2,984千円

※４        ――――

 

※４ 減損損失

   当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

用途 種類 場所 減損損失

賃貸資産 土地 札幌市 9,015千円

遊休資産 土地 函館市 13,800千円

   当社は、事業用資産については、管理会計上の区

分を基準として共用資産と支社単位に、賃貸資産及

び遊休資産については、個別にグループ化して減損

損失の判定を行いました。

   その結果、地価の下落等により上記の資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（22,815千円）として特別損失に計上しまし

た。

   なお、当該資産の回収可能価額は、不動産鑑定評

価に基づく正味売却価額により測定しています。
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加2,863株 

  

    該当事項はありません。 

  

  

   

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加7,070株 

  

    該当事項はありません。 

  

    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 

     平成21年６月26日開催予定の定時株主総会において、次のとおり付議いたします。 

 
  

  

(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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 6,500,000 ― ― 6,500,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 13,862 2,863 ― 16,725

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

    該当事項はありません。

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 6,500,000 ― ― 6,500,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 16,725 7,070 ― 23,795

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

株式の種類
配当金の
総額(千円)

配当金の原資
１株当たり
配当金(円)

基準日 効力発生日

普通株式 12,952 利益剰余金 2 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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リース取引、有価証券、デリバティブ取引、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、ストッ

ク・オプション等、企業結合等に関する注記については、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。 

  

  

 
  

該当事項はありません。 

  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

 現金及び現金同等物の期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

現金預金勘定 709,128千円

有価証券 200,000千円

現金及び現金同等物 909,128千円
 

 現金及び現金同等物の期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

現金預金勘定 1,542,656千円

現金及び現金同等物 1,542,656千円

(持分法損益等)

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)

該当事項はありません。 同左

(開示の省略)

(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 529円25銭 539円41銭

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

10円09銭 21円46銭

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の算定上の基礎

 損益計算書上の当期純利益

  65,410千円

 普通株式に係る当期純利益

  65,410千円

 普通株主に帰属しない金額

該当事項はありません。

 普通株式の期中平均株式数

  6,484千株

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の算定上の基礎

 損益計算書上の当期純利益

 139,075千円

 普通株式に係る当期純利益

 139,075千円

 普通株主に帰属しない金額

該当事項はありません。

 普通株式の期中平均株式数

     6,479千株

(重要な後発事象)
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5. 受注高・売上高及び次期繰越高

(1) セグメント別受注高

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)
比較増減

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
増減率
(％)

屋内配線工事 6,122,562 57.2 7,032,003 56.4 909,440 14.9

電力関連工事 2,659,020 24.9 3,339,464 26.8 680,444 25.6

ＦＡ住宅環境設備機器 1,346,387 12.6 1,183,092 9.5 △163,295 △12.1

産業設備機器 562,856 5.3 910,736 7.3 347,880 61.8

合計 10,690,826 100.0 12,465,295 100.0 1,774,469 16.6

(2) セグメント別売上高

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)
比較増減

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
増減率
(％)

屋内配線工事 5,700,581 55.3 6,343,598 48.8 643,017 11.3

電力関連工事 2,605,372 25.2 3,518,985 27.0 913,612 35.1

ＦＡ住宅環境設備機器 1,364,866 13.2 1,292,465 9.9 △72,401 △5.3

産業設備機器 645,804 6.3 1,859,266 14.3 1,213,461 187.9

合計 10,316,626 100.0 13,014,316 100.0 2,697,690 26.2

(3) セグメント別次期繰越高

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)
比較増減

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
増減率
(％)

屋内配線工事 2,793,801 54.5 3,482,206 76.1 688,404 24.6

電力関連工事 816,727 15.9 637,207 13.9 △179,521 △22.0

ＦＡ住宅環境設備機器 199,705 3.9 90,332 2.0 △109,373 △54.8

産業設備機器 1,314,411 25.7 365,880 8.0 △948,530 △72.2

合計 5,124,644 100.0 4,575,625 100.0 △549,020 △10.7
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セグメント別受注高及び売上高の予想 

 
  

(4) 次事業年度(自 平成21年４月１日  至 平成22年３月31日)

受注高 売上高

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

屋内配線工事 5,500,000 55.0 6,000,000 54.5

電力関連工事 2,700,000 27.0 3,000,000 27.3

ＦＡ住宅環境設備機器 1,200,000 12.0 1,200,000 10.9

産業設備機器 600,000 6.0 800,000 7.3

合計 10,000,000 100.0 11,000,000 100.0
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