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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31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9月期第1四半期 663 14.1 112 ― 120 ― 114 ―
21年9月期第1四半期 581 ― △19 ― △24 ― △79 ―

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9月期第1四半期 17.91 ―
21年9月期第1四半期 △12.46 ―

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9月期第1四半期 3,434 1,756 51.1 275.78
21年9月期 3,033 1,639 54.0 257.36

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  1,756百万円 21年9月期  1,639百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年9月期 ―
22年9月期 

（予想）
2.00 ― 2.00 4.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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

2,396 45.9 46 △9.0 48 28.8 39 ― 6.12

通期 4,665 25.0 98 △23.4 105 △1.7 93 121.8 14.60
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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、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 
 本資料に記載した予想数値その他の将来に関する記述は、本資料発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の条
件に基づいており、リスクや不確定要素等の要因が含まれております。実際の業績は今後、様々な要因によりこれら業績予想とは異なる可能性がありま
す。 
 業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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9月期第1四半期 6,375,284株 21年9月期  6,375,284株
② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  5,990株 21年9月期  5,990株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 6,369,294株 21年9月期第1四半期 6,369,433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、世界経済が米国一極集中から多極化へ展開を図ろう

としている中、各国が内需を振興すべく自立的な発展戦略を推し進めるグローバル経済の成長過程で、デ

フレ経済が引き起こされた事によって、設備投資の減少や雇用情勢の悪化が続いています。 

建設業界におきましても、補正予算の公共事業は堅調に推移した一方で、民間企業の設備投資は抑制の

動きが広がり、価格競争は更に激しさを増して、当社グループを取り巻く環境は非常に厳しいものとなっ

ております。 

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ましたものの、大型新規案件の完工

期が連なり、更に年度末を控えた当第１四半期は新規案件に対する立ち上がりが遅いため、完成工事高に

比して受注高が伸び悩みを見せる傾向が顕著に伺え、当第１四半期連結累計期間の受注高は２億３千７百

万円（前第１四半期連結累計期間比46.5％減）、完成工事高は６億６千３百万円（前第１四半期連結累計

期間比14.1％増）となりました。また、利益については、大型新設案件を完工に取り込めた事、並びにそ

れに併せて追加工事の累積を当第１四半期で一括して完成工事高に計上できたことにより、利益率の向上

が図れた事等から、営業利益は１億１千２百万円（前第１四半期連結累計期間は１千９百万円の営業損

失）、経常利益は１億２千万円（前第１四半期連結累計期間は２千４百万円の経常損失）、四半期純利益

は１億１千４百万円（前第１四半期連結累計期間は７千９百万円の四半期純損失）となりました。 

  

当第１四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４億円増加し、34億３千４百

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２億８千３百万円増加し、16億７千７

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１億１千７百万円増加し、17億５千６百

万円となっております。 

資産の増加の主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等が４億５千万円減少したものの、現金預金

が４億８千５百万円増加したこと、及び未成工事支出金が３億６千１百万円増加したことによるもので

あります。 

負債の増加の主な要因は、工事未払金が１億８千９百万円減少したものの、未成工事受入金が４億４

百万円増加したことによるものであります。 

純資産の増加の主な要因は、四半期純利益により利益剰余金が１億１千４百万円増加したことによる

ものであります。 

  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末

に比べ、営業活動により４億８千６百万円増加し、投資活動により０百万円減少し、財務活動により０

百万円減少しました。その結果、当第１四半期連結会計期間末の資金残高は10億７千万円となり、前連

結会計年度末に比べ４億８千５百万円増加しております。 

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３億６千１百万円増加し

たものの、売上債権が４億５千万円減少したこと、及び未成工事受入金が４億４百万円増加したことに

よるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローの減少の主な要因は、有形固定資産の取得よる支出によるもので

あります。 

財務活動によるキャッシュ・フローの減少の要因は、リース債務の返済による支出によるものであり

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

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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平成22年９月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想については、「平成21年９月期決算

短信」(平成21年11月13日付)及び本日公表した連結業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

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。 

  

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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、長期大型工事（工期１年以上、かつ請負金額３

億円以上）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、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（工事の進捗度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。 

なお、平成21年９月30日以前に着手した工事契約のうち、長期大型工事（工期１年以上、かつ請負

金額３億円以上）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引き続き適用

しております。 

これによる当四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

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

① 簡便な会計処理

ａ．一般債権の貸倒見積高の算定方法

ｂ．固定資産の減価償却費の算定方法

ｃ．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

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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

山加電業(株)（1789）平成22年９月期第１四半期決算短信

4



5.四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,070,165 584,590

受取手形・完成工事未収入金等 377,390 828,055

未成工事支出金 805,172 443,284

繰延税金資産 40,600 40,600

その他 78,629 79,823

貸倒引当金 △5,214 △9,994

流動資産合計 2,366,745 1,966,358

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 346,263 346,135

機械・運搬具 143,904 143,904

工具器具・備品 207,551 207,389

土地 338,288 338,288

建設仮勘定 981 813

減価償却累計額 △530,941 △521,273

有形固定資産合計 506,047 515,258

無形固定資産 7,731 8,440

投資その他の資産   

投資有価証券 192,351 182,318

長期貸付金 552,642 561,263

保険積立金 331,910 331,628

その他 29,596 29,764

貸倒引当金 △552,786 △561,407

投資その他の資産合計 553,713 543,566

固定資産合計 1,067,492 1,067,265

資産合計 3,434,237 3,033,623

山加電業(株)（1789）平成22年９月期第１四半期決算短信

5



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 366,055 555,789

1年内返済予定の長期借入金 15,000 10,000

未払法人税等 13,508 21,859

未成工事受入金 714,770 309,835

賞与引当金 30,514 60,410

工事損失引当金 4,918 6,159

完成工事補償引当金 2,210 1,900

その他 191,547 86,328

流動負債合計 1,338,525 1,052,283

固定負債   

長期借入金 85,000 90,000

退職給付引当金 228,906 225,803

再評価に係る繰延税金負債 17,679 17,679

その他 7,617 8,679

固定負債合計 339,203 342,162

負債合計 1,677,729 1,394,446

純資産の部   

株主資本   

資本金 989,669 989,669

資本剰余金 821,016 821,016

利益剰余金 130,959 16,913

自己株式 △1,860 △1,860

株主資本合計 1,939,785 1,825,739

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,065 △22,349

土地再評価差額金 △164,212 △164,212

評価・換算差額等合計 △183,277 △186,562

純資産合計 1,756,508 1,639,177

負債純資産合計 3,434,237 3,033,623
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

完成工事高 581,246 663,478

完成工事原価 453,840 420,692

完成工事総利益 127,405 242,786

販売費及び一般管理費 146,745 130,782

営業利益又は営業損失（△） △19,339 112,003

営業外収益   

受取利息 523 522

持分法による投資利益 － 10,244

その他 1,055 161

営業外収益合計 1,579 10,928

営業外費用   

支払利息 1,084 614

投資事業組合運用損 － 956

手形売却損 149 －

持分法による投資損失 5,006 －

その他 565 530

営業外費用合計 6,805 2,101

経常利益又は経常損失（△） △24,566 120,830

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 4,780

特別利益合計 － 4,780

特別損失   

投資有価証券評価損 52,239 －

電話加入権評価損 － 55

特別損失合計 52,239 55

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（△）

△76,805 125,555

法人税、住民税及び事業税 2,583 11,509

法人税等合計 2,583 11,509

四半期純利益又は四半期純損失（△） △79,388 114,046
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△76,805 125,555

減価償却費 9,084 10,193

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,290 △4,780

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,150 △29,896

その他の引当金の増減額（△は減少） △1,398 2,171

受取利息及び受取配当金 △523 △526

支払利息 1,084 614

投資有価証券評価損益（△は益） 52,239 －

持分法による投資損益（△は益） 5,006 △10,244

投資事業組合運用損益（△は益） － 956

電話加入権評価損 － 55

売上債権の増減額（△は増加） 319,182 450,664

未成工事支出金の増減額（△は増加） △336,357 △361,888

仕入債務の増減額（△は減少） △48,446 △189,581

未払消費税等の増減額（△は減少） － 76,945

未成工事受入金の増減額（△は減少） 173,918 404,934

その他 6,933 26,449

小計 78,058 501,623

利息及び配当金の受取額 3,599 2,449

利息の支払額 △1,084 △589

法人税等の支払額 △11,667 △16,883

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,905 486,599

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △3,300 △481

投資有価証券の売却による収入 1,853 617

貸付金の回収による収入 3,932 95

その他 △245 △282

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,240 △50

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） 220,000 －

リース債務の返済による支出 － △973

その他 △648 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 219,351 △973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 290,497 485,575

現金及び現金同等物の期首残高 272,865 584,590

現金及び現金同等物の四半期末残高 563,363 1,070,165
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該当事項はありません。 

  

電気工事業が、完成工事高基準、営業損益基準及び資産基準において90％を超えているため、記

載を省略しております。 

  

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)

(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10月１日 至 平成20年12月31日)及び当第１四半期連結

累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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10月１日 至 平成20年12月31日)及び当第１四半期連結

累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)及び当第１四半期連結

累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)
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