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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 20,001 △13.0 △1,300 ― △553 ― △289 ―

21年3月期第1四半期 23,001 ― △906 ― 666 ― 294 ―

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 △4.93 ―

21年3月期第1四半期 5.01 ―

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 222,848 177,533 79.2 3,001.66
21年3月期 227,874 177,345 77.3 2,997.71

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  176,432百万円 21年3月期  176,202百万円

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  有  

22年３月期第２四半期配当金の内訳  記念配当  １円50銭 

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想） 11.50 ― 10.00 21.50

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

53,300 1.1 △600 ― 600 △66.7 300 ― 5.10

通期 126,000 0.2 900 △51.7 3,000 △41.2 1,600 ― 27.22

－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 

・上記に記載した業績予想数値は、平成21年４月30日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成21年７月29日に公表しました
「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
 なお、上記の予想は、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。予想に内在するさまざまな不確定要因やこの後の事業運営に
おける内外の状況変化等により、実際の業績は上記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 65,138,117株 21年3月期  65,138,117株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  6,359,927株 21年3月期  6,359,152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 58,778,574株 21年3月期第1四半期 58,783,934株
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当第１四半期におけるわが国経済は、個人消費、輸出など一部に持ち直しの動きがみられ、景気の悪化

が下げ止まりつつあるものの、国内景気は引き続き厳しい状況で推移しました。 

こうした中で、企業収益が大幅に減少したことなどの影響を受け、設備投資が大幅に減少するなど当社

グループを取り巻く経営環境は依然として厳しい状況で推移しました。 

このような状況のもとで、当社グループは提案営業の推進など積極的な営業活動の展開と、原価低減の

一層の徹底に取り組みましたが、連結売上高200億１百万円（前年同期比13.0％減、前年同期は230億１百

万円）、営業損失13億０百万円（前年同期は営業損失９億６百万円）となりました。 

また、円高の影響により財務収益が前年同期に比較して減少したことにより、５億５千３百万円の経常

損失（前年同期は経常利益６億６千６百万円）、２億８千９百万円の四半期純損失（前年同期は四半期純

利益２億９千４百万円）となりました。 

  

  

  

総資産は2,228億４千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ50億２千６百万円の減少となりまし

た。主なものは、現金預金の増加20億３千０百万円、未成工事支出金の増加25億２千７百万円、受取手

形・完成工事未収入金等の減少121億６千５百万円であります。 

負債は453億１千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ52億１千４百万円の減少となりました。主

なものは、未成工事受入金の増加30億８千２百万円、支払手形・工事未払金等の減少66億２千０百万円で

あります。 

純資産は1,775億３千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億８千８百万円の増加となりまし

た。主なものは、利益剰余金の減少８億７千７百万円、その他有価証券評価差額金の増加11億８百万円で

あります。 

  
  

  

今後の経済見通しにつきましては、景気の悪化が下げ止まりつつあるものの、引き続き厳しい状況が続

くものと考えられます。 

 このような状況のもと、提案営業活動を一層積極的に展開するとともに、リニューアル・リフォーム事

業や太陽光発電設備などの環境関連事業の営業活動を強化し、受注の確保・拡大を図り、加えて、採算性

の向上に向けた原価低減の更なる徹底を図り利益確保に取り組む所存であります。 

 なお、第２四半期累計期間及び通期の業績予想については、本年７月29日に公表した数値から変更は行

なっておりません。 

  

  

  

  

【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
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該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

「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」 

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

業績予測等を利用する方法によっております。 
  

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

 ・会計処理基準に関する事項の変更 

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、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。 

これによる当第１四半期連結累計期間の売上高、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失に与える影響は軽微であります。 
  

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

(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 19,427 17,396

受取手形・完成工事未収入金等 20,208 32,373

有価証券 16,674 14,810

未成工事支出金 15,888 13,361

材料貯蔵品 351 344

商品 1,539 1,167

その他 4,402 3,232

貸倒引当金 △193 △280

流動資産合計 78,297 82,405

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 13,437 13,439

土地 11,792 11,770

その他（純額） 1,692 1,281

有形固定資産合計 26,922 26,491

無形固定資産 362 383

投資その他の資産   

投資有価証券 96,377 97,116

繰延税金資産 12,596 13,103

その他 8,648 8,741

貸倒引当金 △356 △367

投資その他の資産合計 117,265 118,594

固定資産合計 144,550 145,469

資産合計 222,848 227,874

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 16,502 23,122

短期借入金 810 1,140

未払法人税等 42 1,054

未成工事受入金 10,125 7,042

完成工事補償引当金 22 20

工事損失引当金 484 531

役員賞与引当金 － 66

その他 3,149 2,936

流動負債合計 31,137 35,915

固定負債   

退職給付引当金 13,142 13,664

役員退職慰労引当金 371 490

その他 662 458

固定負債合計 14,176 14,613

負債合計 45,314 50,529
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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 3,481 3,481

資本剰余金 140 140

利益剰余金 188,599 189,476

自己株式 △9,411 △9,410

株主資本合計 182,809 183,688

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,377 △7,486

評価・換算差額等合計 △6,377 △7,486

少数株主持分 1,101 1,143

純資産合計 177,533 177,345

負債純資産合計 222,848 227,874
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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 23,001 20,001

売上原価 20,135 17,637

売上総利益 2,865 2,364

販売費及び一般管理費 3,771 3,665

営業損失（△） △906 △1,300

営業外収益   

受取利息 1,348 457

その他 245 301

営業外収益合計 1,594 758

営業外費用   

支払利息 4 1

災害事故関係費 1 4

工具器具等処分損 10 1

支払手数料 4 3

その他 1 0

営業外費用合計 21 10

経常利益又は経常損失（△） 666 △553

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 90

固定資産処分益 8 15

特別利益合計 8 106

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 4

固定資産処分損 3 12

投資有価証券評価損 165 7

その他 － 0

特別損失合計 169 25

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

505 △472

法人税、住民税及び事業税 27 26

法人税等調整額 206 △169

法人税等合計 234 △142

少数株主損失（△） △24 △39

四半期純利益又は四半期純損失（△） 294 △289
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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）当社個別の経営成績等は、次のとおりであります。 
  

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

   

   

 

 

   
(3) 平成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) 

 
(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

 ・上記に記載した業績予想数値は、平成21年４月30日に公表しました内容から変更しております。詳細に
つきましては、平成21年７月29日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

 ・業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。予想に内
在するさまざまな不確定要因やこの後の事業運営における内外の状況変化等により実際の業績は上記予想
数値と異なる場合があります。 

 ・個別業績の概要は、法定開示におけるレビュー対象とはなっておりません。 

 

   

 

 
  

6. その他の情報

 (1) 経営成績(累計)

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 18,496 △11.8 △1,127 ─ △365 ─ △174 ─

21年３月期第１四半期 20,961 ― △884 ─ 702 ― 316 ─

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 △2 97 ― ―

21年３月期第１四半期 5 38 ― ―

 (2) 財政状態

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 216,636 173,795 80.2 2,956 80

21年３月期 221,274 173,453 78.4 2,950 94

(参考) 自己資本 22年３月期第１四半期 173,795百万円 21年３月期 173,453百万円

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 49,000 1.8 △600 ― 600 △66.3 300 ― 5 10

通   期 116,000 △0.3 800 △50.9 2,900 △40.6 1,600 ― 27 22

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 (4）部門別受注実績 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成21年３月期第１四半期 平成22年３月期第１四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電 線工 事 5,907 22.4 5,938 28.9 30 0.5

発送変電工事 527 2.0 544 2.6 17 3.3

情報通信工事 836 3.2 2,405 11.7 1,569 187.7

屋内電気工事 14,681 55.6 8,977 43.7 △5,704 △38.9

空調・管工事 4,432 16.8 2,698 13.1 △1,734 △39.1

合   計 26,385 100.0 20,564 100.0 △5,821 △22.1

 (5) 得意先別受注実績 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成21年３月期第１四半期 平成22年３月期第１四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

中国電力㈱ 7,069 26.8 7,144 34.7 74 1.1

一般得意先 19,315 73.2 13,419 65.3 △5,896 △30.5

合    計 26,385 100.0 20,564 100.0 △5,821 △22.1
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