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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第1四半期 8,855 35.6 △654 ― △639 ― △420 ―

21年3月期第1四半期 6,528 ― △686 ― △673 ― △441 ―

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

22年3月期第1四半期 △23.62 ―

21年3月期第1四半期 △24.79 ―

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

22年3月期第1四半期 23,545 11,035 46.8 618.96
21年3月期 27,430 11,495 41.8 645.54

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  11,020百万円 21年3月期  11,467百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成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）

（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

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）  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、３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、３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 

 本資料に記載されている予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、今後の様々な要
因により予想数値と異なる場合があります。 

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） 22年3月期第1四半期 17,940,000株 21年3月期 17,940,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 134,672株 21年3月期 132,733株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 17,806,062株 21年3月期第1四半期 17,819,419株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の在庫調整や一部企業での生産の回復が進み、景気の下

げ止まりが見られるものの、全体としては企業の設備投資や個人消費の回復までには至らず、依然厳しい経済情勢

が続きました。 

当業界におきましても、経営環境は企業の設備投資の減少の影響を受け、建設投資も減少傾向に歯止めが掛から

ず、依然厳しい状況が続きました。 

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受注活動をしてまいりました結果、当第１四半期連結累計期間の受注工事高は81億95百万円

（対前年同期比12.2％増）となり、また完成工事高も大型物件の売上計上により、昨年より大幅増の72億７百万円

（対前年同期比78.1％増）となりました。 

一方、商品販売事業では昨年度第３四半期以降の急激な景気悪化により、企業の設備投資や住宅投資の減少によ

り主力の冷熱住設品、機器品とも売上が伸び悩み、商品売上高は16億47百万円（対前年同期比33.6％減）に止まり

ました。しかしながら、完成工事高の堅調な伸びにより、完成工事高と商品売上高を併せた売上高合計は88億55百

万円（対前年同期比35.6％増）と前年を上回りました。 

損益につきましては、為替差損が31百万円発生しましたが、当社グループ全体での施工効率の改善等による工事

原価低減策や資材コストの圧縮、固定費削減策等の諸施策を強力に推進してまいりました結果、経常損失は６億39

百万円となり、前年同期に比べ34百万円改善され、四半期純損失も４億20百万円で前年同期に比べ21百万円の改善

が図られました。 

  

  

当第１四半期における総資産は、235億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ、38億85百万円減少いたしま

した。負債は、125億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ、34億25百万円減少いたしました。また、純資産

は110億35百万円となりました。 

  

  

業績予想につきましては、平成21年４月27日に発表いたしました「平成21年３月期決算短信」の業績予想に変更

はありません。 

なお、電気設備工事事業においては、契約により工事の完成引渡しが第４四半期に集中しているため、第１四半

期から第３四半期における完成工事高に比べ、第４四半期の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動要素

があります。 

  

  

該当事項はありません。  

  

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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。 

２ 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出方法に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法及び営業循環過程から外れた棚卸資産について、帳簿価額を処分見込み価額まで

切下げる方法によっております。 

３ 固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

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

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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４ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度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、前連結会計年度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。 

５ 税金費用の計算 

税金費用については、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第19項の規定により、「中間財務

諸表等における税効果会計に関する実務指針」第12項（法定実効税率を使用する方法）に準じて計算してお

ります。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

１ 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額100百万円以上かつ工期１年超の工事につい

ては工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する

会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連

結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事について

は工事完成基準を適用しております。 

これにより、売上高は198百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞ

れ５百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

  

（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：百万円）

当第１四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,521 3,063

受取手形・完成工事未収入金等 10,667 15,246

未成工事支出金 1,169 1,954

商品 555 498

短期貸付金 2,432 628

繰延税金資産 743 527

その他 347 442

貸倒引当金 △25 △32

流動資産合計 18,412 22,327

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,488 1,493

土地 921 921

その他（純額） 63 65

有形固定資産合計 2,473 2,479

無形固定資産 71 74

投資その他の資産   

投資有価証券 1,152 1,129

繰延税金資産 406 413

その他 1,334 1,310

貸倒引当金 △305 △304

投資その他の資産合計 2,588 2,548

固定資産合計 5,132 5,103

資産合計 23,545 27,430

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 8,700 11,139

短期借入金 1,305 1,447

未払法人税等 27 66

賞与引当金 231 338

完成工事補償引当金 10 10

工事損失引当金 0 13

その他 1,861 2,509

流動負債合計 12,136 15,524

固定負債   

退職給付引当金 83 80

役員退職慰労引当金 118 153

その他 171 177

固定負債合計 373 410

負債合計 12,510 15,935
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（単位：百万円）

当第１四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 1,070 1,070

利益剰余金 8,395 8,905

自己株式 △46 △46

株主資本合計 10,939 11,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36 18

為替換算調整勘定 44 △1

評価・換算差額等合計 80 17

少数株主持分 14 27

純資産合計 11,035 11,495

負債純資産合計 23,545 27,430
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高   

完成工事高 4,048 7,207

商品売上高 2,480 1,647

売上高合計 6,528 8,855

売上原価   

完成工事原価 4,392 7,449

商品売上原価 2,223 1,467

売上原価合計 6,615 8,917

売上総利益   

完成工事総損失（△） △344 △242

商品売上総利益 256 179

売上総損失（△） △87 △62

販売費及び一般管理費 598 592

営業損失（△） △686 △654

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 7 8

受取家賃 21 10

債務勘定整理益 － 35

その他 14 10

営業外収益合計 43 65

営業外費用   

支払利息 6 5

売上割引 7 5

賃貸費用 14 4

為替差損 － 31

その他 3 2

営業外費用合計 31 50

経常損失（△） △673 △639

税金等調整前四半期純損失（△） △673 △639

法人税等 △227 △205

少数株主損失（△） △4 △13

四半期純損失（△） △441 △420
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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損失（△） △673 △639

減価償却費 30 30

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △6

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2 △0

工事損失引当金の増減額（△は減少） △1 △12

退職給付引当金の増減額（△は減少） △57 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 △34

受取利息及び受取配当金 △7 △9

支払利息 6 5

売上債権の増減額（△は増加） 4,153 4,579

未払金の増減額（△は減少） △493 △193

未成工事支出金の増減額（△は増加） △442 785

たな卸資産の増減額（△は増加） △52 △57

仕入債務の増減額（△は減少） △1,887 △2,438

未成工事受入金の増減額（△は減少） 235 △582

賞与引当金の増減額（△は減少） △43 △106

未収消費税等の増減額（△は増加） △52 △23

未払消費税等の増減額（△は減少） △207 48

その他 622 141

小計 1,115 1,488

利息及び配当金の受取額 7 9

利息の支払額 △6 △5

法人税等の支払額 △42 △36

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,073 1,455

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 46 －

有形固定資産の取得による支出 △3 △20

投資有価証券の売却による収入 1 1

貸付けによる支出 △402 △1,805

貸付金の回収による収入 － 1

その他の支出 △9 △2

その他の収入 5 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △361 △1,824

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） △52 △142

配当金の支払額 △73 △74

その他 0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △126 △217

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 577 △541

現金及び現金同等物の期首残高 2,049 3,054

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,626 2,512
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     該当事項はありません。  

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）    

 （注）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 会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）  

当第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損

失が、商品販売で21百万円増加しております。  
  
当第１四半期連結累計期間  

（工事契約に関する会計基準) 

「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」１に記載のとおり、

当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12

月27日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、電気設備工事

で売上高が198百万円、営業損失が５百万円増加しております。 

   

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 商品販売 計 消去又は全社 連結 

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

売上高 

 (1)外部顧客に対する売上高  4,048  2,480  6,528  ―  6,528

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高      ―  59  59  (59)  ―

計  4,048  2,539  6,587  (59)  6,528

営業損失  370 0  370  315  686

  電気設備工事 商品販売 計 消去又は全社 連結 

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

売上高 

 (1)外部顧客に対する売上高  7,207  1,647  8,855  ―  8,855

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高  ―  55  55  (55)  ―

計  7,207  1,703  8,911  (55)  8,855

営業損失  275 69  344  310  654

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

連結受注高実績 

種類別受注実績内訳 

  

  

  

  

６．その他の情報

  平成21年３月期 平成22年３月期 
増減 

  第１四半期 第１四半期 

  金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 

  (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％) 

屋 内 線 工 事  6,083  62.2  6,634   67.4  550 9.1

そ の 他 工 事  1,220  12.5  1,561   15.9  341 28.0

工 事 部 門 計  7,303   74.7  8,195   83.3  892 12.2

商 品 販 売  2,480  25.3  1,647   16.7  △832 △33.6

合    計  9,783    100.0  9,843 100.0  59 0.6
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