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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期第3四半期 2,609 ― 151 ― 128 ― 47 ―
20年9月期第3四半期 2,992 △4.2 112 △43.3 167 △32.4 114 △57.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年9月期第3四半期 7.42 ―
20年9月期第3四半期 18.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年9月期第3四半期 2,894 1,642 56.8 257.91
20年9月期 2,465 1,567 63.6 246.16

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  1,642百万円 20年9月期  1,567百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― 5.00 ― 0.00 5.00
21年9月期 ― 0.00 ―
21年9月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,003 △19.1 56 △33.8 79 △46.9 7 △71.9 1.21

1



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基
準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に準拠して四半期連結財務諸表を作成し、「建設
業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。 
 本資料に記載した予想数値その他の将来に関する記述は、本資料発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の条
件に基づいており、リスクや不確定要素等の要因が含まれております。実際の業績は今後、様々な要因によりこれら業績予想とは異なる可能性がありま
す。 
 業績予想の前提となる条件等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第3四半期 6,375,284株 20年9月期  6,375,284株
② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  5,990株 20年9月期  5,851株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 6,369,381株 20年9月期第3四半期 6,369,503株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱と急激な円高から、企業各

社の収益が落ち込み、設備投資の減少や雇用情勢の悪化等厳しい状況が続いております。こうした経済環

境は、建設業界、電気工事業界と波及し、減少している良質な工事件名の受注競争は苛烈さを増し、当社

グループを取り巻く事業環境は厳しい状況となっております。 

  このような状況の中で、当社グループは受注の確保に全力を尽くし、当第３四半期連結累計期間の受注

高は25億２千６百万円、完成工事高は26億９百万円となりました。また、利益については、経費の全般的

な見直しや稼動社員の高効率化による間接原価低減策が効を成した事や、良質な工事件名を完成工事に取

り込めた事等から、営業利益は１億５千１百万円、経常利益は１億２千８百万円、金融市場低迷を背景と

する有価証券の減損処理等を含めましても四半期純利益は４千７百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ４億２千８百万円増加し、28

億９千４百万円となっております。また、負債は、前連結会計年度末に比べ３億５千４百万円増加し、

12億５千１百万円となっております。純資産は、前連結会計年度末に比べ７千４百万円増加し、16億４

千２百万円となっております。 

  資産の増加の主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等が２億４千２百万円減少したものの、現金

預金が５億２百万円増加したこと、及び未成工事支出金が２億５千５百万円増加したことによるもので

あります。 

  負債の増加の主な要因は、未成工事受入金が２億２千１百万円増加したこと、及び長期借入金が９千

５百万円増加したことによるものであります。 

  純資産の増加の主な要因は、その他有価証券評価差額金が２千７百万円増加したこと、及び利益剰余

金が４千７百万円増加したことによるものであります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末

に比べ、営業活動により４億２千５百万円増加し、投資活動により１千９百万円減少し、財務活動によ

り９千７百万円増加しました。その結果、当第３四半期連結会計期間末の資金残高は７億７千５百万円

となり、前連結会計年度末に比べ５億２百万円増加しております。 

  営業活動によるキャッシュ・フローの増加の主な要因は、未成工事支出金が２億５千５百万円増加し

たものの、税金等調整前四半期純利益により８千２百万円増加したこと、売上債権が２億５千６百万円

減少したこと、及び未成工事受入金が２億２千１百万円増加したことによるものであります。 

  投資活動によるキャッシュ・フローの減少の主な要因は、有形固定資産の取得による支出が２千９百

万円あったことによるものであります。 

  財務活動によるキャッシュ・フローの増加の主な要因は、長期借入れによる収入が１億円あったこと

によるものであります。 

  

平成21年９月期の通期の連結業績予想については、「平成21年９月期第２四半期累計期間（連結・個

別）業績予想との差異並びに通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」(平成21年４月20日

付)から変更はありません。 

  なお、前年同期比は、参考数値として記載しております。 
  
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

  

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、当連結会計年度の第２四半期連結会計期間末以降

に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、当連結会計年

度の第２四半期連結会計期間において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用す

る方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

① 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計

基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を

適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に準拠して四半期連結財務諸表を作成し、

「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

  

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

号)を当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価

法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。  

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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

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

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当連結会計年度の

第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更

しております。  

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

る方法によっております。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。  

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 簡便な会計処理

ａ．一般債権の貸倒見積高の算定方法

ｂ．固定資産の減価償却費の算定方法

ｃ．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 775,571 272,865

受取手形・完成工事未収入金等 560,693 803,071

未成工事支出金 496,764 241,646

繰延税金資産 18,676 31,387

その他 63,150 63,048

貸倒引当金 △6,217 △2,520

流動資産合計 1,908,638 1,409,499

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 345,991 345,557

機械・運搬具 143,904 110,493

工具器具・備品 206,218 187,517

土地 338,288 338,288

その他 500 500

減価償却累計額 △508,072 △476,786

有形固定資産合計 526,829 505,570

無形固定資産 9,093 10,228

投資その他の資産   

投資有価証券 178,336 252,887

長期貸付金 564,659 566,242

その他 260,376 290,492

貸倒引当金 △553,839 △569,789

投資その他の資産合計 449,533 539,832

固定資産合計 985,455 1,055,631

資産合計 2,894,094 2,465,131
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 359,529 410,612

1年内返済予定の長期借入金 5,000 －

未払法人税等 23,833 13,885

未成工事受入金 308,991 87,397

賞与引当金 30,955 55,670

工事損失引当金 19,045 17,233

完成工事補償引当金 2,360 1,830

その他 144,906 49,373

流動負債合計 894,622 636,002

固定負債   

長期借入金 95,000 －

退職給付引当金 239,247 243,582

再評価に係る繰延税金負債 17,636 17,636

その他 4,866 －

固定負債合計 356,750 261,218

負債合計 1,251,372 897,220

純資産の部   

株主資本   

資本金 989,669 989,669

資本剰余金 821,016 821,016

利益剰余金 22,234 △25,010

自己株式 △1,860 △1,846

株主資本合計 1,831,060 1,783,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,169 △51,749

土地再評価差額金 △164,168 △164,168

評価・換算差額等合計 △188,338 △215,918

純資産合計 1,642,721 1,567,910

負債純資産合計 2,894,094 2,465,131
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

完成工事高 2,609,822

完成工事原価 2,041,077

完成工事総利益 568,745

販売費及び一般管理費 416,905

営業利益 151,839

営業外収益  

受取利息 9,990

その他 1,990

営業外収益合計 11,980

営業外費用  

支払利息 4,391

投資有価証券売却損 8,537

手形売却損 175

持分法による投資損失 12,982

その他 9,053

営業外費用合計 35,140

経常利益 128,679

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,605

特別利益合計 1,605

特別損失  

投資有価証券評価損 47,979

その他 166

特別損失合計 48,146

税金等調整前四半期純利益 82,138

法人税、住民税及び事業税 22,181

法人税等調整額 12,711

法人税等合計 34,893

四半期純利益 47,245
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 82,138

減価償却費 32,730

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,947

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,714

その他の引当金の増減額（△は減少） △1,993

受取利息及び受取配当金 △10,064

支払利息 4,391

投資有価証券売却損益（△は益） 8,537

投資有価証券評価損益（△は益） 47,979

持分法による投資損益（△は益） 12,982

売上債権の増減額（△は増加） 256,722

未成工事支出金の増減額（△は増加） △255,118

仕入債務の増減額（△は減少） △62,458

未成工事受入金の増減額（△は減少） 221,594

その他 111,296

小計 413,076

利息及び配当金の受取額 29,543

利息の支払額 △4,881

法人税等の支払額 △12,467

営業活動によるキャッシュ・フロー 425,271

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 △29,604

投資有価証券の売却による収入 1,853

貸付けによる支出 △10,000

貸付金の回収による収入 11,583

その他 6,534

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,631

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 100,000

自己株式の取得による支出 △13

その他 △2,920

財務活動によるキャッシュ・フロー 97,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 502,706

現金及び現金同等物の期首残高 272,865

現金及び現金同等物の四半期末残高 775,571
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当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準

第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用して

おります。また、「四半期連結財務諸表規則」に準拠して四半期連結財務諸表を作成し、「建設業法施行

規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

  

該当事項はありません。 

  

電気工事業が、完成工事高基準及び営業損益基準において90％を超えているため、記載を省略し

ております。 

  

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

株主資本の金額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動がありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日)

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日)

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日)

【海外売上高】

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日)
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(要約)前年同四半期連結損益計算書 

  

「参考」

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成20年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 完成工事高 2,992,081

Ⅱ 完成工事原価 2,473,297

   完成工事総利益 518,784

Ⅲ 販売費及び一般管理費 406,448

 １ 役員報酬 39,514

 ２ 従業員給料手当 111,145

 ３ 賞与引当金繰入額 59,942

 ４ 退職給付費用 15,604

 ５ 法定福利費 25,634

 ６ 通信交通費 21,106

 ７ 動力用水光熱費 5,996

 ８ 地代家賃 34,025

 ９ 減価償却費 11,335

 10 事業税等 5,451

 11 その他 76,691

   営業利益 112,335

Ⅳ 営業外収益 61,706

 １ 受取利息 11,499

 ２ 受取配当金 2,972

 ３ 有価証券売却益 15,106

 ４ 持分法による投資利益 30,312

 ５ その他 1,815

Ⅴ 営業外費用 6,412

 １ 支払利息 466

 ２ 投資事業組合損失 2,867

 ３ その他 3,078

   経常利益 167,628

Ⅵ 特別損失 83,743

 １ 投資有価証券売却損 1,506

 ２ 貸倒引当金繰入額 80,000

 ３ その他 2,237

   税金等調整前四半期純利益 83,885

   税金費用 △31,047

   四半期純利益 114,933
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(要約)前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成20年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純利益 83,885

 ２ 減価償却費 20,814

 ３ 貸倒引当金の増加額 80,000

 ４ 賞与引当金の減少(△)額 △32,900

 ５ 役員賞与引当金の減少(△)額 △14,000

 ６ 退職給付引当金の減少(△)額 △1,572

 ７ その他引当金の増加額 12,856

 ８ 受取利息及び配当金 △14,472

 ９ 支払利息 466

 10 有価証券売却益 △15,106

 11 投資有価証券売却損 1,506

 12 投資事業組合損失 2,867

 13 持分法による投資利益 △30,312

 14 その他の営業外収益・特別利益 △1,815

 15 その他の営業外費用・特別損失 5,316

 16 売上債権の増加(△)額 △46,231

 17 未成工事支出金の増加(△)額 △586,149

 18 仕入債務の減少(△)額 △397,184

 19 未成工事受入金の増加額 301,365

 20 その他債権の増加(△)額 △4,721

 21 その他債務の増加額 36,287

    小計 △599,101

 22 利息及び配当金の受取額 22,048

 23 利息の支払額 △460

 24 その他の支出 △11,156

 25 法人税等の支払額 △3,425

   営業活動によるキャッシュ・フロー △592,095

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △25,534

 ２ 投資有価証券の売却による収入 81,644

 ３ 貸付金の回収による収入 68,879

 ４ 保険積立金の払込による支出 △3,548

 ５ その他投資活動による支出 △39,652

 ６ その他投資活動による収入 14,269

   投資活動によるキャッシュ・フロー 96,058

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  １ 短期借入による収入 200,000

  ２ 短期借入金の返済による支出 △100,000

  ３ 自己株式の取得による支出 △29

 ４ 親会社による配当金の支払額 △50,956

   財務活動によるキャッシュ・フロー 49,014

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少(△)額 △447,021

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 700,799

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 253,777
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