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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 17,733 12.7 △633 ― △618 ― △423 ―

21年3月期第2四半期 15,731 ― △846 ― △822 ― △566 ―

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2四半期 △23.78 ―

21年3月期第2四半期 △31.80 ―

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2四半期 22,612 11,022 48.6 617.52
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2四半期  10,994百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 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2四半期 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2四半期 136,306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2四半期 17,805,069株 21年3月期第2四半期 17,818,159株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内外の在庫調整の進捗、新興国経済の回復等により企業の

景況感に改善の兆しが見えてきたものの、設備投資や個人消費の減少傾向は続き、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、補正予算による公共投資に期待が掛かるものの、今後の動向に不透明感があり、また企

業の設備投資や住宅需要の低迷の影響を受け、依然厳しい経営環境が続きました。 

この様な状況の中、当社グループは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展開してまいりま

したが、当第２四半期連結累計期間における電気設備工事事業では、景気動向を反映し受注環境は非常に厳しく、

受注工事高は141億39百万円（対前年同期比18.3％減）に止まりました。しかしながら完成工事高は大型物件の売

上計上や会計基準の変更により、140億13百万円（対前年同期比34.0％増）となりました。 

一方、商品販売事業では昨年秋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機

器品と冷熱住設品の売上が減少し、商品売上高は37億19百万円（対前年同期比29.5%減）に止まりましたが、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177億33百万円（対前年同期比12.7%

増）と前年を上回りました。 

損益につきましては、当社グループ全体で取り組んでおります、コスト競争力強化のためのＫＣＩ(弘電社 コス

トイノベーション）活動により、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、為替差損が32百万円発生したものの、経常損失は前年同期に比べ２億４百万円改善され、６億

18百万円となり、また、四半期純損失も前年同期に比べ１億43百万円の改善が図られ、４億23百万円となりまし

た。 

  

  

  

当第２四半期における総資産は、226億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ、48億18百万円減少いたしま

した。負債は、115億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ、43億45百万円減少いたしました。また、純資産

は110億22百万円となりました。 

  

  

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２四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 

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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会

計期間に着手した工事契約から、当第２四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、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,254百万円増加し、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39百万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

㈱弘電社（1948）　平成22年3月期　第2四半期決算短信
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,354 3,063

受取手形・完成工事未収入金等 11,265 15,246

未成工事支出金 571 1,954

商品 491 498

短期貸付金 1,844 628

繰延税金資産 739 527

その他 377 442

貸倒引当金 △26 △32

流動資産合計 17,616 22,327

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,456 1,493

土地 910 921

その他（純額） 63 65

有形固定資産合計 2,430 2,479

無形固定資産 79 74

投資その他の資産   

投資有価証券 1,133 1,129

繰延税金資産 413 413

その他 1,238 1,310

貸倒引当金 △300 △304

投資その他の資産合計 2,485 2,548

固定資産合計 4,995 5,103

資産合計 22,612 27,430

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,510 11,139

短期借入金 1,317 1,447

未払法人税等 49 66

賞与引当金 435 338

完成工事補償引当金 9 10

工事損失引当金 － 13

その他 1,865 2,509

流動負債合計 11,188 15,524

固定負債   

退職給付引当金 92 80

役員退職慰労引当金 130 153

その他 178 177

固定負債合計 402 410

負債合計 11,590 15,935
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 8,392 8,905

自己株式 △46 △46

株主資本合計 10,936 11,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25 18

為替換算調整勘定 32 △1

評価・換算差額等合計 57 17

少数株主持分 28 27

純資産合計 11,022 11,495

負債純資産合計 22,612 27,430
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高   

完成工事高 10,454 14,013

商品売上高 5,276 3,719

売上高合計 15,731 17,733

売上原価   

完成工事原価 10,776 13,984

商品売上原価 4,596 3,235

売上原価合計 15,372 17,219

売上総利益   

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △321 29

商品売上総利益 680 484

売上総利益 358 514

販売費及び一般管理費 1,205 1,147

営業損失（△） △846 △633

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 8 10

受取家賃 42 20

債務勘定整理益 － 39

その他 27 14

営業外収益合計 81 87

営業外費用   

支払利息 13 10

売上割引 14 11

賃貸費用 24 10

為替差損 － 32

その他 5 8

営業外費用合計 58 73

経常損失（△） △822 △618

特別利益   

固定資産売却益 － 3

特別利益合計 － 3

特別損失   

減損損失 12 －

特別損失合計 12 －

税金等調整前四半期純損失（△） △835 △615

法人税等 △258 △191

少数株主利益又は少数株主損失（△） △9 0

四半期純損失（△） △566 △423

㈱弘電社（1948）　平成22年3月期　第2四半期決算短信
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △835 △615

減価償却費 64 56

減損損失 12 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 △10

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1 △0

工事損失引当金の増減額（△は減少） 74 △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） △113 12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 △23

受取利息及び受取配当金 △11 △12

支払利息 13 10

受取保険金 △10 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △1

売上債権の増減額（△は増加） 4,007 3,983

未払金の増減額（△は減少） △390 △193

未成工事支出金の増減額（△は増加） △783 1,383

たな卸資産の増減額（△は増加） 23 7

仕入債務の増減額（△は減少） △3,319 △3,629

未成工事受入金の増減額（△は減少） 352 △457

賞与引当金の増減額（△は減少） 218 97

未収消費税等の増減額（△は増加） △94 59

未払消費税等の増減額（△は減少） △208 4

その他 559 △63

小計 △429 594

利息及び配当金の受取額 11 12

利息の支払額 △13 △10

保険金の受取額 10 －

法人税等の支払額 △45 △31

営業活動によるキャッシュ・フロー △467 565

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 46 100

有形固定資産の取得による支出 △6 △19

有形固定資産の売却による収入 － 12

無形固定資産の取得による支出 － △5

投資有価証券の売却による収入 3 2

その他の支出 △58 △28

その他の収入 17 47

貸付けによる支出 △3 △1,217

貸付金の回収による収入 358 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 355 △1,107
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） △40 △130

自己株式の純増減額（△は増加） △1 △0

配当金の支払額 △87 △80

その他 △1 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △130 △213

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △242 △708

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 1,806 2,345
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     該当事項はありません。  

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）  

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）  

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、当第２四

半期連結累計期間の営業利益が、商品販売で23百万円減少しております。  
  
当第２四半期連結累計期間  

（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、

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

当第２四半期連結累計期間の売上高が1,254百万円、営業損失が39百万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  10,454  5,276  15,731  ―  15,731

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高      ―  125  125  (125)  ―

計  10,454  5,402  15,856  (125)  15,731

営業利益又は営業損失（△）  △380  145  △234  (612)  △846

  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  14,013  3,719  17,733  ―  17,733

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高  ―  160  160  (160)  ―

計  14,013  3,880  17,894  (160)  17,733

営業損失（△）   △24  △13  △38  (595)  △633

（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２四半期累計期間 第２四半期累計期間 

  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  15,002  66.4  10,801  60.5  △4,201  △28.0

そ の 他 工 事  2,312  10.2  3,338  18.7  1,025  44.3

工 事 部 門 計  17,315  76.6  14,139  79.2  △3,175  △18.3

商 品 販 売  5,276  23.4  3,719  20.8  △1,556  △29.5

合    計  22,592  100.0  17,859  100.0  △4,732  △20.9
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