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平成21年８月12日 

各  位 

                      会 社 名 山 加 電 業 株 式 会 社 

  代 表 者 氏 名 代表取締役社長 煙山利廣 

（ＪＡＳＤＡＱ コード番号：１７８９） 

                     問 合 せ 先 取締役経理部長 田代弘樹 

電話03-5286-7221 

 

 

（修正・数値データ修正あり）「平成21年９月期 第３四半期決算短信」の一部修正について 

 

 

 平成21年７月30日に開示いたしました「平成21年９月期 第３四半期決算短信」の記載内容の一部に修正す

べき事項がありましたので、下記のとおり修正いたします。なお、修正箇所は＿＿にて表記しております。 

 また、数値データにも修正がありましたので、修正後の数値データも送信いたします。 

 

 

記 

 

１． 修正の理由 

平成21年７月30日に開示いたしました「平成21年９月期 第３四半期決算短信」の記載内容につき、当該決

算発表後、第３四半期報告書の作成過程において貸倒引当金の見直しをする必要が発生したことにより修正する

ものであります。 

 

２． 修正箇所一覧 

 １ページ目  1.平成21年９月期第３四半期の連結業績 

 ３ページ目  ・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 

 ３ページ目  ・定性的情報・財務諸表等 2．連結財政状態に関する定性的情報 

 ５～６ページ目  5．【四半期連結財務諸表】(1)【四半期連結貸借対照表】 

７ページ目  5．【四半期連結財務諸表】(2)【四半期連結損益計算書】【第３四半期連結累計期間】 

８ページ目  5．【四半期連結財務諸表】(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
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３． 修正内容 

（１ページ） 

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） 

【修正前】 

(1) 連結経営成績（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 ％

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 ― 

 

(2) 連結財政状態 

 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

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 

 

【修正後】 

(1) 連結経営成績（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 ％

21年9月期第3四半期 2,609 ― 151 ― 128 ― 46 ― 

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 7.33 ― 

20年9月期第3四半期 18.04 ― 

 

(2) 連結財政状態 

 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

21年9月期第3四半期 2,893 1,642 56.8 257.83

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 
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（３ページ） 

・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 

【修正前】 

 （省略） 

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。 

【修正後】 

 （省略） 

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４千６百万円となりました。 
 
（３ページ） 

・定性的情報・財務諸表等 

2．連結財政状態に関する定性的情報 

【修正前】 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

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。 

  （省略） 

  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。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

  （省略） 

  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。 

  （省略） 

 
【修正後】 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

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

億９千３百万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。 

  （省略） 

  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４千６百万円増加したことによるものであります。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

  （省略） 

  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８千１百万円増加したこと、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。 

  （省略） 
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（５～６ページ） 

5．【四半期連結財務諸表】 

(1)【四半期連結貸借対照表】 

【修正前】         （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 

  （省略） 

  貸倒引当金 △6,217 △2,520

  流動資産合計 1,908,638 1,409,499

 （省略） 

 資産合計 2,894,094 2,465,131

負債の部 

 （省略） 

純資産の部 

 株主資本 

  （省略） 

  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

 （省略） 

 純資産合計 1,642,721 1,567,910

負債純資産合計 2,894,094 2,465,131

 

 
【修正後】         （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 

  （省略） 

  貸倒引当金 △6,765 △2,520

  流動資産合計 1,908,091 1,409,499

 （省略） 

 資産合計 2,893,547 2,465,131

負債の部 

 （省略） 

純資産の部 

 株主資本 

  （省略） 

  利益剰余金 21,686 △25,010

  自己株式 △1,860 △1,846

  株主資本合計 1,830,512 1,783,828

 （省略） 

 純資産合計 1,642,174 1,567,910

負債純資産合計 2,893,547 2,465,131
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（７ページ） 

5．【四半期連結財務諸表】 

(2)【四半期連結損益計算書】 

 【第３四半期連結累計期間】 

 

【修正前】     （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） 

（省略） 

販売費及び一般管理費 416,905

営業利益 151,839

（省略） 

経常利益 128,679

（省略） 

税金等調整前四半期純利益 82,138

（省略） 

四半期純利益 47,245

 
【修正後】     （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） 

（省略） 

販売費及び一般管理費 417,453

営業利益 151,291

（省略） 

経常利益 128,131

（省略） 

税金等調整前四半期純利益 81,590

（省略） 

四半期純利益 46,697
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（８ページ） 

5．【四半期連結財務諸表】 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

【修正前】        （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

 （省略） 

 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

 （省略） 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 425,271

（省略） 

 
【修正後】        （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 81,590

 減価償却費 32,730

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,399

 （省略） 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 56,555

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 221,594

 その他 54,740

小計 413,076

 （省略） 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 425,271

（省略） 

       
 

以 上 


