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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 51,133 3.7 1,504 △35.2 1,744 △32.8 936 △30.8

21年3月期 49,327 5.0 2,322 86.3 2,598 70.5 1,354 64.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 48.48 ― 4.9 5.4 2.9
21年3月期 70.05 ― 7.4 8.1 4.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 32,512 19,618 60.3 1,015.59
21年3月期 32,757 18,808 57.4 973.33

（参考） 自己資本   22年3月期  19,618百万円 21年3月期  18,808百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 1,550 △1,321 △176 4,982
21年3月期 914 △619 △138 4,929

2.  配当の状況 

（注） 22年3月期期末配当金の内訳  普通配当  7円00銭   特別配当  1円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00 173 12.8 1.0
22年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 154 16.5 0.8

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 7.00 7.00 19.3

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

19,000 1.1 200 104.9 300 63.1 160 80.7 8.28

通期 49,000 △4.2 1,000 △33.6 1,200 △31.2 700 △25.3 36.24
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、14ページ【重要な会計方針】をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 19,722,027株 21年3月期 19,722,027株

② 期末自己株式数 22年3月期  404,790株 21年3月期  398,195株

※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数値につきましては、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。予想にはさまざまな不確定要素
が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は添付資料の3ページをご参照ください。 
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当期の経営成績 

当期におけるわが国の景気は、持ち直しの動きがみられるものの、自律性に乏しく、厳しい企業収益

状況を背景に設備投資が減少しており、また北海道の景気についても住宅投資、設備投資が大幅に減少

し、民間工事の激しい受注・価格競争が続くなど、当社を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況で推移

いたしました。 

 このような環境のなかで、「工事契約に関する会計基準」の適用による影響に加え、送電線工事等の

売上高が堅調に推移したことや、全社をあげて営業活動を強力に展開するとともに、業務の効率化など

に努めた結果、次のような業績となりました。 

  

  受注高     485億66百万円 （前年同期比  5.1％減） 

   売上高     511億33百万円 （前年同期比  3.7％増） 

   営業利益     15億04百万円 （前年同期比 35.2％減） 

   経常利益     17億44百万円 （前年同期比 32.8％減） 

   当期純利益    9億36百万円 （前年同期比 30.8％減） 

  

  

次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、国内では、緊急経済対策の効果などを背景に景気の持ち直し傾向が続

くことが期待されるものの、公共投資は減少が続くとみられ、また北海道においても厳しい雇用・所得

環境が続くほか、住宅投資、設備投資ともに低水準で推移していくと予想されるなど、厳しい経営環境

が継続するものと考えられます。 

 こうしたなか、当社においては、更なる受注環境の悪化や価格競争の激化が続く状況にありますが、

営業の強化・業務の効率化などをより一層促進することで、次の業績を確保する見通しであります。 

  

  受注高     480億円 

   売上高     490億円 

   営業利益     10億円 

   経常利益     12億円 

   当期純利益    7億円 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当期末における資産合計は、前期末に比べ2億45百万円減少し、325億12百万円となりました。 

流動資産は、「工事契約に関する会計基準」の適用による未成工事支出金の減少等により前期末に比

べ8億68百万円減少し、171億70百万円となりました。 

固定資産は、建物、土地の取得等により前期末に比べ6億23百万円増加し、153億42百万円となりまし

た。 

  

（負債） 

当期末における負債合計は、前期末に比べ10億55百万円減少し、128億94百万円となりました。 

流動負債は、「工事契約に関する会計基準」の適用による未成工事受入金の減少等により前期末に比

べ8億70百万円減少し、86億43百万円となりました。 

固定負債は、退職給付引当金の減少等により前期末に比べ1億85百万円減少し、42億50百万円となり

ました。 

  

（純資産） 

当期末における純資産合計は、当期純利益の計上による利益剰余金の増加等により前期末に比べ8億9

百万円増加し、196億18百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前期末の57.4％から2.9ポイント増加し60.3％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、49億82百万円となり、前期に比べ52

百万円（1.1％）の増加となりました。 

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

営業活動の結果獲得した資金は、未成工事受入金の減少や法人税等の支払い等があったものの、未成

工事支出金の減少や税引前当期純利益等により、15億50百万円（前期に比べ6億36百万円の増加）とな

りました。 

  

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産や投資有価証券の取得等により13億21百万円（前期に

比べ7億2百万円の増加）となりました。 

  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動の結果使用した資金は、配当金の支払い等により1億76百万円（前期に比べ37百万円の増

加）となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注1)株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注2)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

  

当社は、北海道電力株式会社の流通設備拡充・維持など社会的使命の強い業務をおこなっていること

から、長期的に健全な経営基盤を確立するために内部留保を充実し、設備・技術開発等への投資による

企業体質の強化をはかっております。 

 利益配分についても、安定配当の継続を基本方針としております。 

 当期の配当につきましては、上記の基本方針ならびに当期の業績を総合的に勘案して、１株当たり普

通配当７円に加え、１円の特別配当を実施する予定であります。 

 なお、次期の配当につきましては、従来どおり１株当たり年額７円とさせていただく予定でありま

す。 

  

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率 52.9 % 53.4 % 56.9 % 57.4 % 60.3 %

時価ベースの自己資本比率 31.1 % 28.2 % 28.0 % 23.8 % 25.9 %

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

2,437.5 倍 480.7 倍 1,067.0 倍 7,754.2 倍 11,073.4 倍

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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最近の有価証券報告書（平成21年6月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

また、子会社（株式会社アイテスおよび泰名電気株式会社）については、企業集団における特性並び

に資産、売上高、利益、剰余金に与える影響から実質的に判断して、企業集団の財政状態及び経営成績

に重要な影響を及ぼさないため連結財務諸表を作成しておりません。 

2. 企業集団の状況
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当社は、「お客様第一」「創造性と行動力」「人間尊重」を経営の基本に、社業および社会の発展に

寄与することを目的に次の社是を定めております。 

・優れた技術と誠意をもって社会に貢献しよう 

・創造力と行動力を発揮し社業を発展させよう 

・心のふれあいを大切に働きがいのある職場をつくろう 

 また、当社は、電気設備分野を事業の柱として培ってきた強みを活かして、お客様の期待に応えると

ともに、地域社会および地球環境保全への貢献に努め、「お客様から評価・信頼され社会に貢献できる

技術集団」として継続的な発展・成長を目指しております。 

  

〔中期経営計画の重点課題〕 

 当社は、総合設備企業として一層の成長・充実を図るため、電力関連事業を軸に、屋内電気設備分

野、空調・給排水分野、情報通信分野などの拡充を継続的に推進することとしております。 

 これに基づき平成21年度から平成23年度までの中期経営計画を策定し、先の中期経営計画での取り組

み、当社を取り巻く環境変化、当社の現状などから抽出された課題を踏まえ、次の5点の重点課題に基

づき、確実に取り組みを展開していくこととしております。 

〈重点課題〉 

 ・強固な事業基盤の拡充と施工体制の維持・強化 

 ・安全・衛生の確保と施工品質向上に向けた取り組みの強化 

 ・効率的な業務運営とコスト低減の推進 

 ・技術・技能の保持・向上と人材育成への取り組み強化 

 ・社会から評価・信頼され続けるための活動の推進 

 この重点課題については、項目毎に基本方策を設定しており、これら諸施策を強力に推進し、安定し

た経営基盤の確立ならびに業績の維持向上に全力を傾注してまいります。 

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 会社の対処すべき課題
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,929,940 5,182,353

受取手形 523,088 212,165

完成工事未収入金 ※1  9,163,047 ※1  9,743,433

未成工事支出金 2,343,261 812,930

材料貯蔵品 309,573 530,795

前払費用 14,087 69,815

繰延税金資産 547,209 531,285

その他 224,250 103,348

貸倒引当金 △15,775 △15,792

流動資産合計 18,038,682 17,170,336

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2  6,877,407 7,106,361

減価償却累計額 △3,998,573 △3,989,187

建物（純額） 2,878,833 3,117,173

構築物 761,702 805,116

減価償却累計額 △562,212 △582,088

構築物（純額） 199,489 223,027

機械及び装置 565,708 588,559

減価償却累計額 △501,796 △507,863

機械及び装置（純額） 63,911 80,695

車両運搬具 108,292 106,190

減価償却累計額 △96,716 △95,876

車両運搬具（純額） 11,575 10,313

工具器具・備品 1,464,921 1,517,903

減価償却累計額 △1,294,143 △1,290,511

工具器具・備品（純額） 170,778 227,392

土地 2,525,662 2,712,550

建設仮勘定 8,446 8,194

有形固定資産計 5,858,699 6,379,347

無形固定資産   

ソフトウエア 184,886 138,215

電話加入権 18,388 18,388

無形固定資産計 203,275 156,603

投資その他の資産   

投資有価証券 6,509,035 6,992,303

関係会社株式 42,250 42,250

破産更生債権等 159,813 6,941

長期前払費用 57,667 53,502

繰延税金資産 1,787,028 1,659,256

その他 283,277 72,728

貸倒引当金 △181,862 △20,732

投資その他の資産計 8,657,209 8,806,249

固定資産合計 14,719,183 15,342,200

資産合計 32,757,866 32,512,536
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 534,740 631,659

工事未払金 4,528,593 4,984,971

未払金 192,426 238,823

未払費用 1,651,916 1,598,658

未払法人税等 913,524 617,136

未払消費税等 352,590 289,948

未成工事受入金 1,223,427 218,906

預り金 41,971 42,686

工事損失引当金 53,864 －

役員賞与引当金 20,600 20,800

流動負債合計 9,513,655 8,643,590

固定負債   

退職給付引当金 4,205,653 4,090,361

役員退職慰労引当金 71,120 106,930

その他 159,017 53,323

固定負債合計 4,435,791 4,250,614

負債合計 13,949,446 12,894,204

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,730,000 1,730,000

資本剰余金   

資本準備金 2,364,633 2,364,633

その他資本剰余金 809 1,019

資本剰余金合計 2,365,442 2,365,652

利益剰余金   

利益準備金 250,465 250,465

その他利益剰余金   

別途積立金 11,581,459 12,581,459

繰越利益剰余金 2,781,436 2,544,159

利益剰余金合計 14,613,361 15,376,084

自己株式 △60,070 △62,951

株主資本合計 18,648,733 19,408,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 159,687 209,548

評価・換算差額等合計 159,687 209,548

純資産合計 18,808,420 19,618,332

負債純資産合計 32,757,866 32,512,536
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

完成工事高 ※1  40,613,023 ※1  42,261,114

兼業事業売上高 ※1  8,714,475 ※1  8,872,590

売上高合計 49,327,499 51,133,705

売上原価   

完成工事原価 ※2, ※3  37,521,673 ※3  40,069,408

兼業事業売上原価 7,664,567 7,815,656

売上原価合計 45,186,241 47,885,064

売上総利益   

完成工事総利益 3,091,349 2,191,706

兼業事業総利益 1,049,908 1,056,934

売上総利益合計 4,141,258 3,248,640

販売費及び一般管理費 ※3, ※4  1,818,847 ※3, ※4  1,743,693

営業利益 2,322,410 1,504,947

営業外収益   

有価証券利息 122,676 92,844

保険配当金 67,384 73,154

受取賃貸料 27,237 29,095

その他 66,437 66,558

営業外収益合計 283,735 261,652

営業外費用 8,038 21,806

経常利益 2,598,108 1,744,794

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,800

補助金収入 29,577 －

特別利益合計 29,577 2,800

特別損失   

固定資産売却損 － ※5  25,075

固定資産除却損 ※6  43,952 ※6  38,558

減損損失 ※7  113,276 －

投資有価証券評価損 39,126 －

特別損失合計 196,354 63,634

税引前当期純利益 2,431,330 1,683,959

法人税、住民税及び事業税 1,024,796 637,396

法人税等調整額 52,494 109,926

法人税等合計 1,077,290 747,322

当期純利益 1,354,039 936,637
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,730,000 1,730,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,730,000 1,730,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,364,633 2,364,633

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,364,633 2,364,633

その他資本剰余金   

前期末残高 602 809

当期変動額   

自己株式の処分 206 209

当期変動額合計 206 209

当期末残高 809 1,019

資本剰余金合計   

前期末残高 2,365,235 2,365,442

当期変動額   

自己株式の処分 206 209

当期変動額合計 206 209

当期末残高 2,365,442 2,365,652

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 250,465 250,465

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,465 250,465

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 11,081,459 11,581,459

当期変動額   

別途積立金の積立 500,000 1,000,000

当期変動額合計 500,000 1,000,000

当期末残高 11,581,459 12,581,459

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,062,720 2,781,436

当期変動額   

別途積立金の積立 △500,000 △1,000,000

剰余金の配当 △135,323 △173,914

当期純利益 1,354,039 936,637

当期変動額合計 718,716 △237,277

当期末残高 2,781,436 2,544,159
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 13,394,644 14,613,361

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △135,323 △173,914

当期純利益 1,354,039 936,637

当期変動額合計 1,218,716 762,722

当期末残高 14,613,361 15,376,084

自己株式   

前期末残高 △56,467 △60,070

当期変動額   

自己株式の取得 △3,711 △3,008

自己株式の処分 108 127

当期変動額合計 △3,602 △2,881

当期末残高 △60,070 △62,951

株主資本合計   

前期末残高 17,433,412 18,648,733

当期変動額   

剰余金の配当 △135,323 △173,914

当期純利益 1,354,039 936,637

自己株式の取得 △3,711 △3,008

自己株式の処分 315 337

当期変動額合計 1,215,320 760,051

当期末残高 18,648,733 19,408,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 296,788 159,687

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △137,101 49,861

当期変動額合計 △137,101 49,861

当期末残高 159,687 209,548

純資産合計   

前期末残高 17,730,200 18,808,420

当期変動額   

剰余金の配当 △135,323 △173,914

当期純利益 1,354,039 936,637

自己株式の取得 △3,711 △3,008

自己株式の処分 315 337

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △137,101 49,861

当期変動額合計 1,078,219 809,912

当期末残高 18,808,420 19,618,332
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 2,431,330 1,683,959

減価償却費 448,901 472,333

減損損失 113,276 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,372 △161,113

退職給付引当金の増減額（△は減少） △108,145 △115,292

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,770 35,810

受取利息及び受取配当金 △135,160 △105,960

支払利息 117 140

補助金収入 △29,577 －

固定資産売却損益（△は益） － 25,075

固定資産除却損 43,952 38,558

売上債権の増減額（△は増加） △1,667,651 △269,463

未成工事支出金の増減額（△は増加） 28,429 1,530,330

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,348 △221,221

仕入債務の増減額（△は減少） 37,882 530,865

長期未払金の増減額（△は減少） △114,498 △102,361

未成工事受入金の増減額（△は減少） 187,101 △1,007,854

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 152,872

その他 △38,085 △121,211

小計 1,172,079 2,365,467

利息及び配当金の受取額 135,899 116,604

利息の支払額 △117 △140

補助金の受取額 141,657 －

法人税等の支払額 △534,751 △931,011

営業活動によるキャッシュ・フロー 914,767 1,550,920

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 △487,894 △896,573

有形固定資産の売却による収入 246 18,243

無形固定資産の取得による支出 △35,178 △49,391

投資有価証券の取得による支出 △99,914 △499,600

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

その他 2,900 5,400

投資活動によるキャッシュ・フロー △619,839 △1,321,921

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △3,711 △3,008

自己株式の売却による収入 315 337

配当金の支払額 △135,323 △173,914

財務活動によるキャッシュ・フロー △138,718 △176,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 156,209 52,413

現金及び現金同等物の期首残高 4,773,731 4,929,940

現金及び現金同等物の期末残高 4,929,940 4,982,353
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

 なお、上記項目以外は、最近の有価証券報告書（平成21年6月29日提出）における記載から重要な変更が

ないため開示を省略します。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 引当金の計上基準 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当期末に

発生していると認められる額を計上

しております。

  過去勤務債務については、発生時

の従業員の平均残存勤務期間内の一

定の年数(５年)による定額法によ

り、費用処理しております。

  数理計算上の差異については、発

生時の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数(５年)による定額法に

より、発生の翌事業年度から費用処

理しております。

退職給付引当金

同左

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
（会計方針の変更）

当事業年度より、「「退職給付に
係る会計基準」の一部改正（その
３）」（企業会計基準第19号 平成
20年7月31日）を適用しておりま
す。

なお、これによる営業利益、経常
利益及び税引前当期純利益に与える
影響はありません。

２ 完成工事高及び完成工事

原価の計上基準

  工事完成基準によっております。

  ただし、長期請負工事(工期２年

以上で請負金額３億円以上)につい

ては、工事進行基準を採用しており

ます。

  なお、当期の工事進行基準による

完成工事高の計上はありません。

(1) 当事業年度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

 工事進行基準（工事の進捗率の見

積りは原価比例法）

(2) その他の工事
工事完成基準

（会計方針の変更）
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3億円以
上かつ工期2年以上の工事について
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、当事業年度より、「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）
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）を適用
し、当事業年度に着手した工事契約
から、当事業年度末までの進捗部分
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、売上高は1,089,439
千円増加し、売上総利益、営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益
は、それぞれ29,873千円増加してお
ります。
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(7)【重要な会計方針の変更】

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(損益計算書)  

 営業外収益の「受取利息」、「受取配当金」、

「雑収入」は、前事業年度まで区分掲記しておりま

したが、金額的重要性が乏しいため、当事業年度よ

り営業外収益の「その他」に含めて表示することに

変更しました。  

 なお、当事業年度の営業外収益の「その他」に含

まれている「受取利息」は1,299千円、「受取配当

金」は11,184千円、「雑収入」は53,953千円であり

ます。

───

(損益計算書)  

 営業外費用の「支払利息」、「雑支出」は、前事

業年度まで区分掲記しておりましたが、金額的重要

性が乏しいため、当事業年度より営業外費用の「そ

の他」に含めて表示することに変更しました。  

 なお、当事業年度の営業外費用の「その他」に含

まれている「支払利息」は117千円、「雑支出」は

7,920千円であります。

───
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

完成工事未収入金 6,862,967千円

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

完成工事未収入金 7,183,653千円

 

※２ 有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記

帳額は、次のとおりであります。

建物 81,654千円
───

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 関係会社との取引にかかるものは、次のとおりで

あります。

完成工事高 31,935,473千円

兼業事業売上高 7,093,615千円

計 39,029,089千円

※１ 関係会社との取引にかかるものは、次のとおりで

あります。

完成工事高 32,805,744千円

兼業事業売上高 7,253,984千円

計 40,059,729千円

※２ 完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額

は、53,864千円であります。
───

※３ 完成工事原価、販売費及び一般管理費に含まれる

研究開発費は、次のとおりであります。

完成工事原価 6,630千円

販売費及び一般管理費 967千円

計 7,597千円

※３ 完成工事原価、販売費及び一般管理費に含まれる

研究開発費は、次のとおりであります。

完成工事原価 9,188千円

販売費及び一般管理費 6,808千円

計 15,996千円

 

※４ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は、次の

とおりであります。

役員賞与引当金繰入額 20,600千円

従業員給料手当 771,391千円

退職給付費用 43,847千円

役員退職慰労引当金繰入
額

24,007千円

法定福利費 104,876千円

福利厚生費 172,443千円

貸倒引当金繰入額 19,338千円

減価償却費 165,665千円

租税公課 97,362千円

雑費 128,505千円
 

※４ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は、次の

とおりであります。

役員賞与引当金繰入額 20,800千円

従業員給料手当 721,930千円

退職給付費用 45,417千円

役員退職慰労引当金繰入
額

23,495千円

法定福利費 102,406千円

福利厚生費 131,811千円

貸倒引当金繰入額 22,732千円

減価償却費 151,750千円

租税公課 93,072千円

雑費 109,393千円
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前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

───

※５ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物 10,375千円

構築物 343千円

工具器具・備品 45千円

土地 14,312千円

計 25,075千円

※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物 39,001千円

構築物 215千円

機械装置 1,388千円

車両運搬具 127千円

工具器具・備品 3,218千円

計 43,952千円

※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物 31,571千円

構築物 2,378千円

機械装置 744千円

車両運搬具 182千円

工具器具・備品 3,681千円

計 38,558千円

 

※７ 減損損失

 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。

用途 種類 場所 減損損失

賃貸資産
土地
建物

北海道 
函館市

100,148千円

遊休資産 土地
北海道 
三笠市

13,127千円

合計 113,276千円

(グルーピングの方法） 

 当社は、事業用資産が、主要な取引先である北海道

電力㈱の全道一円のユニバーサル・サービスに対応し

たものとなっていること、また、同社からの受注が原

則、全道統一単価によるため、支店間において生じる

キャッシュ・イン・フローが相互補完的であることか

ら、道内全体を１つの資産グループとし、道外の事業

所、賃貸用資産及び遊休資産については個別にグルー

プ化しております。 

 このうち、上記賃貸資産及び遊休資産については市

場価格の著しい下落により、当該資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額113,276千

円を減損損失として特別損失に計上しております。

固定資産の種類別の内訳

土地103,098千円  建物10,178千円

 なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、主に不動産鑑定評価基準に

基づいた鑑定評価額を基準としております。

───
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

自己株式の株式数の増加 8,772株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少 742株は、単元未満株式

の買増請求による売渡によるものです。 
  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

自己株式の株式数の増加 7,418株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少 823株は、単元未満株式

の買増請求による売渡によるものです。 
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

平成22年６月29日開催予定の定時株主総会において、次のとおり付議いたします。 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 19,722,027 ― ― 19,722,027

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 390,165 8,772 742 398,195

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 135,323 7 平成20年３月31日 平成20年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 173,914 9 平成21年３月31日 平成21年６月29日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 19,722,027 ― ― 19,722,027

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 398,195 7,418 823 404,790

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 173,914 9 平成21年３月31日 平成21年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 154,537 8 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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前事業年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社のみであるため、記載を省略しており

ます。 

  

当事業年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日) 

利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社のみであるため、記載を省略しており

ます。 

  

  

   (開示の省略) 

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、関連当事者との取引、税効果会計、退職給

付、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信にお

ける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  
  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている現金預金勘定との関係

   現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている現金預金勘定は同額であります。

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている現金預金勘定との関係

（平成22年3月31日現在）

現金預金勘定 5,182,353千円

預入期間が３か月を超える 

定期預金
△200,000千円

現金及び現金同等物 4,982,353千円

(2) 重要な非資金取引の内容

  該当事項はありません。

(2) 重要な非資金取引の内容

同左

(持分法投資損益等)
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(注)  １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 973.33円 1,015.59円

１株当たり当期純利益 70.05円 48.48円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

潜在株式が存在しないため記載して
おりません。

潜在株式が存在しないため記載して
おりません。

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益(千円) 1,354,039 936,637

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,354,039 936,637

普通株式の期中平均株式数(千株) 19,329 19,319

(重要な後発事象)
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5. その他 

業績の部門別・得意先別内訳 

（1）部門別受注高

期　　別

　部　門　別 増減率

（2）部門別売上高

期　　別

　部　門　別 増減率

（3）部門別期末繰越受注高

期　　別

　部　門　別 増減率

（4）得意先別受注高及び売上高（自　平成21年4月 1日　　至　平成22年3月31日）

期　　別

構成比 構成比

％ ％

1.1 364,208 4.2 245,566

7.2 330,577 10.4

通 信 工 事 3,640,767 3,254,008 △ 386,7597.4 6.4 △ 10.6

通 信 工 事 3,168,996 6.2 3,499,574

合 計 48,566,878 100.0 51,133,705

一 般 得 意 先 9,686,284 19.9 11,074,059

得 意 先 別 金額（千円） 金額（千円）

北 海 道 電 力 ㈱ 38,880,594 80.1 40,059,646

兼 業 事 業

 （自　平成20年4月 1日  （自　平成21年4月 1日

8,872,590

51,133,705

8,714,475

49,327,499合 計 100.0

40.7

前事業年度

   至　平成21年3月31日）    至　平成22年3月31日）

100.0

当事業年度

8,753,819

29.9 23.9

％ ％

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）構成比 構成比

構成比

   至　平成22年3月31日）

構成比

％

   至　平成21年3月31日）

％ ％

5,105,605

1.4120,376

金額（千円）

△ 2.5

6,991,805

 （自　平成21年4月 1日

8,804,042 8,924,418

5,846,666

18.4

100.0

前事業年度

17.2

12.0 △ 1,145,139 △ 16.4

 （自　平成20年4月 1日

1,991,943

△ 2,598,612100.0

比較増減（△）

735,708 16.8

△ 692,802

22.251,827

△ 2,566,826

比較増減（△）

％

△ 38.3

207.0

1,409,153

158,115

1,806,206100.0

52.6

金額（千円）

％

48,566,878

△ 1,015,81954.6

7.8 △ 888,607

△ 3.7

△ 5.1

金額（千円） 構成比

％％

金額（千円） 構成比

比較増減（△）

前事業年度

   至　平成21年3月31日）

当事業年度

   至　平成22年3月31日）

 （自　平成20年4月 1日  （自　平成21年4月 1日

1.8

0.1

合 計

配 電 線 工 事

3.7

51.826,485,886

36.77,415,613

17.3

屋 内 配 線 工 事

そ の 他 工 事 5,423,669 14.5

10.08.8

11.0

兼 業 事 業

27,504,223

4,696,422

当事業年度

51,165,491

金額（千円）金額（千円）

合 計

兼 業 事 業

△ 18.9

配 電 線 工 事

屋 内 配 線 工 事

53.7

9.2

26,488,403

3,807,815

配 電 線 工 事

屋 内 配 線 工 事

2,978,101

3,386,986

そ の 他 工 事

4,603,362

通 信 工 事 118,642

17.7

55.127,178,689

4,369,896

受 注 高

233,553

26.3 △ 52.7

11,320,646

2.1

16.1

3.2285,381

△ 22.7100.0

売 上 高

100.0

78.3

21.7

13.7そ の 他 工 事

△ 1,568,947

4,605,879

2,089,195

2,516

△ 1,297,790
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（5）次事業年度（自　平成22年4月 1日　　至　平成23年3月31日）
　　 受注高及び売上高の予想

期　　　別

構成比 構成比

％ ％

10.2通 信 工 事 5,000,000 10.4 5,000,000

受 注 高 売 上 高

合 計 48,000,000 100.0 49,000,000

そ の 他 工 事 13,000,000 27.1 14,000,000

屋 内 配 線 工 事 3,000,000 6.3 3,000,000

金額（千円） 金額（千円）

配 電 線 工 事 27,000,000 56.2 27,000,000

部 門 別

6.1

28.6

100.0

55.1
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