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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 3,445 16.0 △143 ― △140 ― △128 ―
21年3月期第1四半期 2,969 △11.0 △337 ― △328 ― △212 ―

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 △6.49 ―
21年3月期第1四半期 △10.77 ―

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 16,235 5,119 28.8 236.98
21年3月期 16,465 5,250 29.5 246.05

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,674百万円 21年3月期  4,853百万円

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 ― 3.00 3.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 3.00 3.00

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

10,600 24.8 △330 ― △335 ― △290 ― △14.70

通期 27,500 △0.6 600 52.6 610 53.6 200 43.1 10.14
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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 をご覧下さい。 

(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 をご覧下さい。 

(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 
上記の業績予想は、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実際の業績は見通しと異なることがあり得ます。 

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 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 19,800,000株 21年3月期  19,800,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  75,778株 21年3月期  72,898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 19,725,842株 21年3月期第1四半期 19,731,255株
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当第１四半期におけるわが国経済は、輸出や生産に持ち直しの動きが見られるなど、景気の急激な落ち
込みには歯止めが掛かりつつあるものの、依然として厳しい状況にありました。当社グループの属する電
気工事業界においても、企業業績の急速な悪化に伴い、設備投資意欲が一段と冷え込むなど、経営環境は
困難さを増しております。 
このような状況の中、当社グループは、限られた投資案件の中で受注の確保を図るべく営業活動の強化

を行った結果、当第１四半期の受注高は54億円（前年同期比3.6％増）となり、売上高は、工事進行基準
適用の影響もあり、34億円（前年同期比16.0％増）となりました。利益面につきましては、コストダウン
の推進と固定費の削減により、経常損失は1億40百万円（前年同期は3億28百万円の損失）、四半期純損失
は1億28百万円（前年同期は2億12百万円の損失）と改善いたしました。 
なお、当社グループは、事業構造上工事の完成が期末に集中する傾向にあります。このため、第１四半

期の前年同期比較においては、変動幅が大きくなる傾向があることをご理解下さい。 
分野別の状況につきましては、次のとおりであります。 
［建設事業］ 
水処理・環境分野では、政府の経済危機対策下ながらも関連する公共投資は縮減傾向にあるなど、以前

にも増して厳しい環境にありましたが、個別案件毎に営業活動を強化した結果、当第１四半期の受注高は
19億円（前年同期比169.4％増）となり、売上高は、大型物件の完成と工事進行基準適用の影響もあり6億
円（前年同期比87.3％増）となりました。 
エネルギー分野では、設備の老朽化対策を中心として、火力・水力発電所の解体・撤去、更新・取替工

事や原子力分野の更新・定期点検工事などについて営業活動を展開しましたが、前年同期に大型物件の受
注があったこともあり、当第１四半期の受注高は4億円（前年同期比51.5％減）となりました。一方、売
上高は、前年同期が低調であったことなどにより2億円（前年同期比82.6％増）となりました。 
産業分野では、企業景況感に下げ止まりの兆しは見えるものの、生産設備の過剰感はなお強く、民間企

業の投資意欲の本格的な回復は当面期待出来ない状況にありましたが、富士電機グループ以外からの受注
の拡大を重点課題として、戦略的な営業活動を行った結果、当第１四半期の受注高は24億円（前年同期比
9.9％増）、売上高においても、国内の大型物件は減少しましたが、海外子会社における大型物件の進捗
等により、21億円（前年同期比14.8％増）と増加いたしました。 
建築・建築付帯分野では、公共投資は政府の経済対策を受けて堅調に推移しているものの、価格競争は

激しさを増しており、富士電機グループにおける設備投資も大幅に削減されております。この結果、当第
１四半期の受注高は4億円（前年同期比60.4％減）、売上高は2億円（前年同期比43.6％減）となりまし
た。 
［その他の事業］ 
その他の事業は、子会社における配管漏洩補修による業績でありますが、昨年からの景気低迷による減

産に伴い、プラントの停止および定期修繕時期の期間延長や前倒しを行うメーカーもあり、漏洩補修に対
する需要が減少した結果、受注高は1億円（前年同期比9.9％減）、売上高は1億円（前年同期比9.9％減）
となりました。 

  

当第１四半期末の総資産は162億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億29百万円減少いたしまし
た。流動資産は153億59百万円となり、2億36百万円減少いたしました。主な要因は、未成工事支出金の増
加（15億16百万円）、受取手形・完成工事未収入金等の減少（18億71百万円）であります。固定資産は、
6百万円増加し、8億75百万円となりました。 
負債合計は111億16百万円となり、98百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形・工事未払金等

の減少（16億22百万円）、短期借入金の増加（12億90百万円）であります。 
純資産は、四半期純損失1億28百万円の計上を主因として1億31百万円減少し51億19百万円となり、自己

資本比率は28.8％となりました。 
キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。 
当第１四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャ

ッシュ・フローおよび投資活動によるキャッシュ・フローでの資金の減少、財務活動によるキャッシュ・
フローでの資金の増加により1億72百万円減少し、期末残高は11億57百万円となりました。 
営業活動による資金の減少は13億79百万円となりました。これは、未成工事支出金の増加、仕入債務の

減少、税金等調整前四半期純損失の計上による資金の減少および売上債権の回収、未成工事受入金の増加
による資金の増加が主な要因であります。 
投資活動による資金の減少は38百万円となりました。これは、定期預金の預入等によるものでありま

す。 
財務活動による資金の増加は12億38百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フロー

および投資活動によるキャッシュ・フローで資金が減少したため、運転資金を短期借入金で調達したこと
によるものであります。 

  

・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
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今後の見通しにつきましては、世界的に混乱の続いていた金融市場が落ち着きを取り戻しつつあること
や、各国で実施されている景気対策の効果が現れることを踏まえると、輸出は緩やかな回復基調に転じる
ものと見込まれますが、内外需要の本格的な回復には程遠く、企業業績の低迷により設備投資の減少が続
くことなどから、景気の自律的な回復は見込みにくく、電気工事業界においても、経営環境は厳しさを増
すものと思われます。 
このような市場環境等をふまえて、当社は、電気工事・情報通信工事を得意とする古河総合設備株式会

社と、産業プロセス空調工事を得意とする富士電機総設株式会社の２社を吸収合併することを決定し、10
月１日の合併期日に向けて統合準備を進めております。合併後は幅広い業種の連携と相互補完により、顧
客のニーズに対応する、従来には無かったエンジニアリングに強みを持つ総合設備工事会社としての展開
を目指し、更なる発展のための事業基盤の確立と企業価値の向上を図っていく所存であります。 
なお、「１．連結経営成績に関する定性的情報」に記載した事業構造上の特性により、通期業績に対し

第１四半期は低い水準となっておりますが、進捗状況はほぼ当初の見込みどおりであります。 
これらをふまえ、富士電機Ｅ＆Ｃ株式会社の平成22年3月期第２四半期連結累計期間および通期業績予

想値につきましては、平成21年3月期決算発表時（平成21年4月28日）に公表した業績予想値を据え置いて
おりますが、本合併が与える影響は現在精査中であり、算定次第速やかに開示いたします。 

  
  

固定資産の減価償却費の算定方法 
 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間
按分する方法によっております。 
 なお、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
算出する方法によっております。 

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、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、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182百万円、売上総利益は13百万円増加し、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13百万円減少しております。 
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. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 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

(2) 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 1,169 1,132

受取手形・完成工事未収入金等 8,090 9,961

未成工事支出金 5,249 3,732

その他のたな卸資産 69 68

その他 800 715

貸倒引当金 △19 △13

流動資産合計 15,359 15,596

固定資産   

有形固定資産 200 203

無形固定資産 195 201

投資その他の資産 479 464

その他 514 499

貸倒引当金 △34 △34

固定資産合計 875 869

資産合計 16,235 16,465

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 6,475 8,097

短期借入金 1,296 6

未払法人税等 85 325

未成工事受入金 2,280 1,865

完成工事補償引当金 36 36

工事損失引当金 285 285

その他 444 378

流動負債合計 10,902 10,994

固定負債   

長期未払金 118 －

退職給付引当金 89 56

役員退職慰労引当金 － 158

負ののれん 2 2

その他 3 3

固定負債合計 214 220

負債合計 11,116 11,215
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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 1,970 1,970

資本剰余金 1,801 1,801

利益剰余金 1,041 1,228

自己株式 △14 △14

株主資本合計 4,798 4,986

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 0

為替換算調整勘定 △130 △133

評価・換算差額等合計 △124 △132

少数株主持分 444 396

純資産合計 5,119 5,250

負債純資産合計 16,235 16,465
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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 2,969 3,445

売上原価 2,594 2,931

売上総利益 374 513

販売費及び一般管理費 711 657

営業損失（△） △337 △143

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 0 0

負ののれん償却額 0 0

為替差益 4 2

その他 4 3

営業外収益合計 13 8

営業外費用   

支払利息 1 1

コミットメントフィー 2 2

手形売却損 1 1

その他 0 0

営業外費用合計 4 5

経常損失（△） △328 △140

税金等調整前四半期純損失（△） △328 △140

法人税等 △123 △58

少数株主利益 7 46

四半期純損失（△） △212 △128
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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（△） △328 △140

減価償却費 19 21

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21 33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10 △158

受取利息及び受取配当金 △3 △2

支払利息 1 1

為替差損益（△は益） △3 △2

売上債権の増減額（△は増加） 2,267 1,878

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,737 △1,516

仕入債務の増減額（△は減少） △1,076 △1,628

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,096 413

その他 △314 12

小計 △1,069 △1,088

利息及び配当金の受取額 3 2

利息の支払額 △1 △1

法人税等の支払額 △164 △291

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,231 △1,379

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 △107 △18

定期預金の払戻による収入 209 －

有形固定資産の取得による支出 △5 △3

無形固定資産の取得による支出 △2 △9

その他 0 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー 93 △38

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） 1,267 1,290

配当金の支払額 △49 △46

少数株主への配当金の支払額 △4 △5

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,212 1,238

現金及び現金同等物に係る換算差額 12 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87 △172

現金及び現金同等物の期首残高 1,333 1,329

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,421 1,157
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める建設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の記載を省略しております。 
  

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める建設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の記載を省略しております。 

  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法    地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 アジア：タイ、ベトナム、台湾 

  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域 

  
(1) 国又は地域の区分の方法    地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 アジア：タイ、ベトナム、台湾 

２ 会計方針の変更 

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更) 

「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」に記載のとおり、当第１四半期

連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」を適用しております。これにより、日本の売上高が182百万

円増加し、営業損失は13百万円減少しております。 

  

(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】

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)

【所在地別セグメント情報】

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)

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,352 617 2,969 ― 2,969

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1 0 1 △1 ―

計 2,353 617 2,971 △1 2,969

  営業利益又は営業損失(△) △356 19 △337 ― △337

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)

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,566 878 3,445 ― 3,445

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1 3 4 △4 ―

計 2,568 881 3,449 △4 3,445

  営業利益又は営業損失(△) △244 100 △143 0 △143
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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) 

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法    地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 アジア：タイ、ベトナム、台湾 

  

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 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法    地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 アジア：タイ、ベトナム、台湾 

  

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

  該当事項はありません。 
  

  

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 629 1 630

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 2,969

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

21.2 0.0 21.2

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 952 1 953

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 3,445

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

27.6 0.1 27.7

(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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（工事種類別受注高・売上高） 

  

 
  
  

  

6. その他の情報

区分

前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期 
連結累計期間

前年同期
増減

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比 
(％)

金額
(百万円)

受注高

建設事業

水処理・環境 728 13.9 1,964 36.0 1,235

エネルギー 987 18.8 478 8.8 △508

産業 2,184 41.5 2,402 44.1 218

建築・建築付帯 1,225 23.3 484 8.9 △741

小計 5,126 97.5 5,329 97.8 203

その他の事業 131 2.5 118 2.2 △13

計 5,257 100.0 5,448 100.0 190

売上高

建設事業

水処理・環境 366 12.4 687 19.9 320

エネルギー 121 4.1 222 6.5 100

産業 1,867 62.9 2,144 62.3 277

建築・建築付帯 481 16.2 271 7.9 △209

小計 2,837 95.6 3,326 96.6 488

その他の事業 131 4.4 118 3.4 △13

計 2,969 100.0 3,445 100.0 475

期末受注残高 20,410 19,315 △1,095
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