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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 16,851 △18.0 390 △18.1 369 △10.1 303 9.2
21年3月期 20,560 △7.2 476 11.8 410 22.5 277 △20.4

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 25.34 ― 10.3 2.8 2.3
21年3月期 23.19 ― 10.3 2.8 2.3

（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 12,608 3,086 24.5 257.68
21年3月期 14,235 2,821 19.8 235.52

（参考） 自己資本   22年3月期  3,086百万円 21年3月期  2,821百万円

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 △657 75 △79 1,124
21年3月期 713 116 △522 1,785

2.  配当の状況 

 

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 ― ― ― 3.00 3.00 35 12.9 1.3
22年3月期 ― ― ― 3.00 3.00 35 11.8 1.2

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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

9,500 36.3 75 △48.0 65 △56.2 50 △69.0 4.18

通期 20,000 18.7 380 △2.7 330 △10.6 300 △1.1 25.05
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

〔（注） 詳細は、18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、27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 12,000,000株 21年3月期 12,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  24,065株 21年3月期  22,274株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報および合理的であると判断するデータに基づいて作成しており、実際の業績は今後様々な要因によ
って異なる可能性がございます。 
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①当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、デフレが進行し企業業績が低迷するなかで、設備投資は減少し雇用環

境も悪化するなど、厳しい状況で推移しました。  

 建設業界におきましては、産業施設をはじめとした設備投資の抑制や価格競争の激化などにより、

依然として厳しい経営環境でした。 

 このような状況のなかで、当社は、安定経営の定着・手持ち工事量の確保等の目標に向け、事業活

動を推進してまいりましたが、受注高につきましては、160億32百万円（前期比15.9％減）となりま

した。工事種別では、一般ビル工事はホテルや研究施設の減少により122億75百万円（前期比5.9％

減）、産業施設工事および電気工事は輸送用機器メーカーの工場関連施設の減少により、それぞれ30

億55百万円（前期比34.6％減）、７億１百万円（前期比47.6％減）となりました。 

 完成工事高につきましては、168億51百万円（前期比18.0％減）となりました。工事種別では、一

般ビル工事は127億24百万円（前期比0.7％増）、産業施設工事および電気工事は輸送用機器メーカー

の工場関連施設の減少により、それぞれ33億9百万円（前期比48.0％減）、８億17百万円（前期比

47.6％減）となりました。 

 次期繰越高は、134億87百万円（前期比5.7％減）となりました。 

 損益につきましては、完成工事高減少による利益減少はありましたが、工事原価管理・工事品質管

理の徹底による工事原価削減に努めた結果、経常利益は３億69百万円（前期比10.1％減）となり、当

期純利益は貸倒引当金戻入額計上もあり３億３百万円（前期比9.2％増）となりました。 

  

②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、景気に一部持ち直しの動きが見られるものの、デフレ状況のなか

で、特に建設業におきましては公共事業の縮小等、一層厳しい状況が続くと予想されます。 

 このような状況のなか、当社は、前期に引き続き、黒字安定経営継続のため受注目標の達成に全社

一丸となって努力すること、および株式会社関電工との協業メリットを 大限創出することを基本方

針として諸施策を推進してまいります。 

通期業績予想といたしましては、受注高200億円、完成工事高200億円、営業利益３億80百万円、経

常利益３億30百万円、当期純利益３億円を見込んでおります。 

 なお、これらの業績予想は、現時点で入手可能な情報および合理的であると判断するデータに基づ

いて作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 

  

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 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は、89億65百万円（前期末は105億26百万円）となり、15億

61百万円減少しました。その原因の主なものは未成工事支出金の減少（前期末27億34百万円から当期

末15億5百万円へ12億29百万円減）であります。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は、36億43百万円（前期末は37億8百万円）となり、65百万

円減少しました。その原因の主なものは建物の減価償却の増加（前期末△18億65百万円から当期末△

19億35百万円へ70百万円増）による減少であります。 

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は、86億32百万円（前期末は96億82百万円）となり、10億50

百万円減少しました。この減少は、完成工事高減少による支払手形の減少（前期末29億18百万円から

当期末20億78百万円へ8億40百万円減）、工事未払金の減少（前期末33億77百万円から当期末28億21

百万円へ5億56百万円減）が主な要因であります。 

（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は、8億89百万円（前期末は17億31百万円）となり、8億41百

万円減少しました。この減少の主なものは長期借入金を１年以内返済予定の長期借入金（流動負債）

へ振り替えたことによるものであります。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は、30億86百万円（前期末は28億21百万円）となり、2億64百

万円増加しました。この増加は主に当期純利益によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益の計上や未成工事支出金の減少等がありま

したが、売上債権の増加や仕入債務の減少等により、△6億57百万円（前期は7億13百万円であり、これ

と比較すると13億70百万円の減少）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入等により、75百万円（前期は1億

16百万円であり、これと比較すると40百万円の減少）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により、△79百万円（前期は△5億22百

万円であり、これと比較すると4億42百万円の増加）となりました。 

この結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前事業年度末比6億61百万円（37.0％）減の

11億24百万円となりました。 

  

(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 

 
  

（注）１ 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／営業活動によるキャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い 

＊株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しておりま

す。 

＊有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、短期借入金、長期借入金（１年以内返

済）および長期借入金を対象としております。また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書

の「利息の支払額」を使用しております。 

２ 第80期および第83期のキャッシュ・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

は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」がマイナスのため表示しておりません。 

  

当社は、創業以来一貫して株主各位への利益還元を重要な課題と考え、企業体質の改善、経営基盤の

強化を図りながら、業績に裏付けられた安定配当の継続を行うことを基本方針としております。当期の

期末配当につきましては、３円配当を行う予定です。次期の配当につきましては未定です。 

  

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであり、事業等の

リスクはこれらに限られるものではありません。 

  

①購入資材の価格変動リスク 

当社は、鋼材等の建設資材を調達しておりますが、着工から竣工までに期間を要しますので、その間

に原材料等の価格が高騰すると工事原価に影響を与える可能性があります。 

②売上債権回収に関するリスク 

当社は、取引先の財務情報他を入手し、取引から発生するリスクを軽減すべく与信管理を実施してお

りますが、工事代金の受領前に取引先が倒産した場合は、当社の経営成績並びに財政状況に影響を及ぼ

す可能性があります。 

③工事施工期間中に発生する事故および災害に関するリスク 

当社は、工事施工期間中の安全衛生、品質管理等に重点をおいて工事を施工しておりますが、不測の

人的・物的の事故並びに災害等の発生に伴い、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④偶発債務（係争事件に係わる賠償責任等）の発生に関するリスク 

当社は、竣工引き渡し後一定期間の間、瑕疵担保責任を負っております。この暇疵担保責任により、

訴訟等が提起された場合には、業績に影響を受ける可能性があります。 

第79期 第80期 第81期 第82期 第83期

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（％） 10.9 12.2 16.8 19.8 24.5

時価ベースの自己資本比率（％） 14.5 8.0 8.3 7.4 9.4

キャッシュ・フロー対有利子負債
比率（年）

3.5 ― 1.8 1.8 ―

インタレスト・カバレッジ・レシ
オ(倍)

16.6 ― 15.6 14.6 ―

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社グループは、当社、親会社１社、子会社１社で構成され、空気調和、冷暖房、給排水衛生設備、電

気工事業を主に営んでおります。 

当グループの事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

株式会社関電工は当社の親会社であり、取引先等の設備工事に関して当社と営業・工事施工の連携を

行っております。 

日本全国において空気調和、冷暖房、給排水衛生設備、電気工事等の事業活動を行っております。 

カワセツサービス株式会社は、空調設備、給排水衛生設備等の修理、保守、点検等、当社の補完事業

を行っております。 

事業の系統図は次のとおりであります。 

  

事 業 系 統 図 

  

 

  

2. 企業集団の状況

親会社

当社

子会社
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当社は、空気調和、冷暖房、給排水衛生設備、電気工事の設計、施工を通じて社会の発展、環境の保

全と改善に貢献することを経営理念として事業活動を行っております。 

  

建設業界において厳しい競争環境が継続している状況のなか、当社は、平成24年度までの３年間の中

期経営計画として下記の基本方針を設定しました。 

 ①黒字安定経営継続のため、受注目標の達成に全社一丸となって努力する。 

 ②株式会社関電工との協業メリットを 大限創出する。 

  ③安全ルールを遵守し、無事故・無災害を目指す。 

  

平成22年度の重点施策は次のとおりです。 

①黒字安定経営の継続 

②受注目標達成 

③工事原価管理、工事品質管理の継続強化 

④人的資源の強化・効率化 

⑤財務体質の強化 

⑥株式会社関電工との協業における相互メリットの拡大 

⑦2010年の無事故・無災害 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 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 1,985,597 1,224,469

受取手形 ※3 954,439 ※2, ※3 942,203

完成工事未収入金 ※3 4,279,610 ※2 4,906,192

未成工事支出金 2,734,919 ※1 1,505,204

前払費用 18,288 18,248

未収消費税等 35,067 －

立替金 548,387 386,465

その他 58,745 50,750

貸倒引当金 △88,400 △68,500

流動資産合計 10,526,655 8,965,035

固定資産

有形固定資産

建物 ※3 3,299,138 ※3 3,312,715

減価償却累計額 △1,865,324 △1,935,519

建物（純額） 1,433,814 1,377,195

構築物 ※3 51,552 ※3 51,552

減価償却累計額 △42,487 △43,577

構築物（純額） 9,064 7,974

機械及び装置 ※3 31,330 ※3 31,330

減価償却累計額 △28,236 △28,873

機械及び装置（純額） 3,093 2,456

車両運搬具 126 126

減価償却累計額 △126 △126

車両運搬具（純額） － －

工具器具・備品 62,836 61,239

減価償却累計額 △50,954 △50,652

工具器具・備品（純額） 11,882 10,586

土地 ※3 1,743,545 ※3 1,721,349

リース資産 8,997 37,894

減価償却累計額 △1,372 △6,112

リース資産（純額） 7,624 31,781

建設仮勘定 7,103 －

有形固定資産計 3,216,129 3,151,344

無形固定資産

借地権 30,000 11,750

リース資産 10,626 49,983

電話加入権 18,035 18,035

その他 3,163 2,210

無形固定資産計 61,825 81,979
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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)

投資その他の資産

投資有価証券 ※3 250,177 ※3 234,020

関係会社株式 30,000 30,000

出資金 5,934 5,934

破産更生債権等 408,152 355,693

長期前払費用 4,197 3,697

会員権 158,414 156,414

その他 24,370 22,978

貸倒引当金 △450,435 △398,636

投資その他の資産計 430,811 410,102

固定資産合計 3,708,766 3,643,426

資産合計 14,235,421 12,608,461

負債の部

流動負債

支払手形 2,918,118 2,078,085

工事未払金 3,377,673 2,821,477

短期借入金 100,000 ※3, ※4 350,000

1年内返済予定の長期借入金 ※3, ※5 280,000 ※3, ※5 882,000

リース債務 4,323 20,459

未払金 7,458 5,677

未払費用 218,533 201,510

未払法人税等 19,822 31,770

未払消費税等 － 100,363

未成工事受入金 1,775,795 1,300,312

預り金 569,364 466,024

賞与引当金 197,522 139,027

役員賞与引当金 － 6,410

完成工事補償引当金 91,023 62,025

工事損失引当金 123,278 ※1 167,373

流動負債合計 9,682,913 8,632,516

固定負債

長期借入金 ※3 882,000 －

リース債務 14,839 65,392

繰延税金負債 12,805 11,123

退職給付引当金 821,846 804,034

環境対策引当金 － 9,383

固定負債合計 1,731,490 889,933

負債合計 11,414,404 9,522,449
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,581,000 1,581,000

資本剰余金

資本準備金 395,250 395,250

資本剰余金合計 395,250 395,250

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 822,671 1,090,177

利益剰余金合計 822,671 1,090,177

自己株式 △5,211 △5,381

株主資本合計 2,793,709 3,061,046

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 27,308 24,965

評価・換算差額等合計 27,308 24,965

純資産合計 2,821,017 3,086,011

負債純資産合計 14,235,421 12,608,461
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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)

完成工事高 20,560,042 16,851,048

完成工事原価 18,747,541 15,209,094

完成工事総利益 1,812,501 1,641,953

販売費及び一般管理費

役員報酬 96,702 91,504

従業員給料手当 485,346 456,061

賞与引当金繰入額 51,190 34,451

役員賞与引当金繰入額 － 6,410

退職給付費用 26,469 23,380

法定福利費 84,399 69,794

福利厚生費 11,089 16,570

修繕維持費 47,106 28,641

事務用品費 31,763 61,969

通信交通費 70,922 77,588

動力用水光熱費 11,605 24,029

調査研究費 ※1 12,928 ※1 20,102

広告宣伝費 3,874 2,355

貸倒引当金繰入額 138,245 －

交際費 29,070 29,269

寄付金 3,381 1,171

地代家賃 32,015 59,638

減価償却費 54,865 91,952

租税公課 33,985 41,461

保険料 2,177 2,404

雑費 108,549 112,529

販売費及び一般管理費合計 1,335,690 1,251,288

営業利益 476,810 390,665

営業外収益

受取利息 2,450 562

受取配当金 10,393 3,540

受取保険金 － 5,000

貸倒引当金戻入額 11,002 24,132

雑収入 5,364 3,408

営業外収益合計 29,210 36,644

営業外費用

支払利息 48,537 37,875

売上債権売却損 16,146 8,296

固定資産処分損 14,825 51

雑支出 15,738 11,938

営業外費用合計 95,248 58,162

経常利益 410,773 369,148
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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)

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 32,222

特別利益合計 － 32,222

特別損失

減損損失 － 31,916

投資有価証券評価損 13,431 12,199

貸倒引当金繰入額 92,064 －

環境対策引当金繰入額 － 9,383

過年度損益修正損 － ※2 17,250

特別損失合計 105,496 70,750

税引前当期純利益 305,277 330,620

法人税、住民税及び事業税 27,515 27,180

法人税等合計 27,515 27,180

当期純利益 277,761 303,439
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（注）１ 原価計算の方法は、実際個別原価計算制度を採用しております。 

２ 完成工事原価に含まれている完成工事補償引当金繰入額 

 
３ 完成工事原価に含まれている工事損失引当金繰入額 

・完成工事原価報告書

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)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

１ 材料費 4,424,230 23.6 3,309,253 21.8

２ 外注費 12,018,684 64.1 9,878,005 64.9

３ 経費 2,304,625 12.3 2,021,834 13.3

(うち人件費) (1,298,849) (6.9) (1,197,217) (7.9)

計 18,747,541 100.0 15,209,094 100.0

前事業年度 91,023千円 当事業年度 62,025千円

前事業年度 122,212千円 当事業年度 167,373千円
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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 1,581,000 1,581,000

当期末残高 1,581,000 1,581,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 395,250 395,250

当期末残高 395,250 395,250

資本剰余金合計

前期末残高 395,250 395,250

当期末残高 395,250 395,250

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 544,909 822,671

当期変動額

剰余金の配当 － △35,933

当期純利益 277,761 303,439

当期変動額合計 277,761 267,506

当期末残高 822,671 1,090,177

利益剰余金合計

前期末残高 544,909 822,671

当期変動額

剰余金の配当 － △35,933

当期純利益 277,761 303,439

当期変動額合計 277,761 267,506

当期末残高 822,671 1,090,177

自己株式

前期末残高 △5,009 △5,211

当期変動額

自己株式の取得 △202 △169

当期変動額合計 △202 △169

当期末残高 △5,211 △5,381

株主資本合計

前期末残高 2,516,149 2,793,709

当期変動額

剰余金の配当 － △35,933

当期純利益 277,761 303,439

自己株式の取得 △202 △169

当期変動額合計 277,559 267,337

当期末残高 2,793,709 3,061,046
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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)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 71,401 27,308

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△44,093 △2,343

当期変動額合計 △44,093 △2,343

当期末残高 27,308 24,965

評価・換算差額等合計

前期末残高 71,401 27,308

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△44,093 △2,343

当期変動額合計 △44,093 △2,343

当期末残高 27,308 24,965

純資産合計

前期末残高 2,587,551 2,821,017

当期変動額

剰余金の配当 － △35,933

当期純利益 277,761 303,439

自己株式の取得 △202 △169

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44,093 △2,343

当期変動額合計 233,465 264,993

当期末残高 2,821,017 3,086,011
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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 305,277 330,620

減価償却費 82,450 94,568

減損損失 － 31,916

貸倒引当金の増減額（△は減少） 226,462 △71,287

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,263 △58,494

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 17,226 △28,997

工事損失引当金の増減額（△は減少） △152,142 44,095

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 6,410

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,129 △17,811

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 9,383

受取利息及び受取配当金 △12,843 △4,103

支払利息 48,537 37,875

投資有価証券評価損益（△は益） 13,431 12,199

固定資産処分損益（△は益） 14,825 51

過年度損益修正損 － 17,250

売上債権の増減額（△は増加） △1,302 △614,346

未成工事支出金の増減額（△は増加） 826,155 1,229,714

未収消費税等の増減額（△は増加） △35,067 35,067

立替金の増減額（△は増加） 310,008 161,921

破産更生債権等の増減額（△は増加） △96,957 51,927

その他の流動資産の増減額（△は増加） 23,960 7,202

仕入債務の増減額（△は減少） △529,616 △1,396,228

未成工事受入金の増減額（△は減少） △19,539 △475,483

未払消費税等の増減額（△は減少） △158,696 100,363

預り金の増減額（△は減少） △17,376 △103,339

未払費用の増減額（△は減少） △46,194 △17,128

その他の流動負債の増減額（△は減少） 7,300 2,795

その他 △23,078 3,202

小計 781,955 △610,654

利息及び配当金の受取額 12,859 4,279

利息の支払額 △48,679 △37,695

法人税等の支払額 △33,035 △13,227

営業活動によるキャッシュ・フロー 713,098 △657,298

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 100,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △528 △25,437

投資有価証券の取得による支出 △66 △67

投資有価証券の売却による収入 2,100 －

貸付けによる支出 △30,000 －

貸付金の回収による収入 33,785 100

会員権の取得による支出 △3,300 －

会員権の売却による収入 13,852 432

その他 348 802

投資活動によるキャッシュ・フロー 116,191 75,829
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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)

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） △240,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △280,000 △280,000

配当金の支払額 － △35,499

リース債務の返済による支出 △2,455 △13,990

その他 △202 △169

財務活動によるキャッシュ・フロー △522,657 △79,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 306,632 △661,127

現金及び現金同等物の期首残高 1,478,964 1,785,597

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,785,597 ※1 1,124,469
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該当事項はありません。 

  

  

(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 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定

しております。)

(2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 未成工事支出金

個別法による原価法

(1) 未成工事支出金

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、平成10年4月1

日以降に取得した建物(建物附属

設備を除く)については定額法)に

よっております。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、平成10年4月1

日以降に取得した建物(建物附属

設備を除く)については定額法)に

よっております。

(追加情報)

有形固定資産の耐用年数の変更 

機械装置の耐用年数については、

当事業年度より、平成20年度法人

税法の改正を契機として見直しを

行い、従来の15年から10年に変更

しております。

これによる損益に与える影響は

軽微であります。

   (少額減価償却資産)(リース資産を

除く)

取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、３年間で均

等償却する方法によっておりま

す。

   (少額減価償却資産)(リース資産を

除く)

同左

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

ただし、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左
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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)

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引につきましては、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

(3) リース資産

同左

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒によ

る損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

―――――― (3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。

(4) 完成工事補償引当金

完成工事に対するかし担保の費

用に備えるため、当該事業年度末

に至る１年間の完成工事高に過年

度の実績を基礎に将来の見込みを

加味して算出した率を乗じて計上

しております。

(4) 完成工事補償引当金

同左

(5) 工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備

えるため、当事業年度末手持工事

のうち損失の発生が見込まれ、か

つ、その金額を合理的に見積もる

ことができる工事について、損失

見積額を計上しております。

(5) 工事損失引当金

同左
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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)

(6) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務および年金資産の見込額に

基づき、当事業年度末において発

生していると認められる額を計上

しております。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)による定額法に

より按分した額を費用処理するこ

ととしております。

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌事業年度

から費用処理することとしており

ます。

(6) 退職給付引当金

同左

――――― (7) 環境対策引当金

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の

適正な処理の推進に関する特別措

置法」により義務付けられている

ＰＣＢ廃棄物の処理に備えるた

め、当該処理費用見込額を計上し

ております。
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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)

５ 完成工事高の計上基準 完成工事高の計上基準は、一定規模

を超える長期大型工事(工期１年超か

つ請負金額10億円以上で進捗率が20％

以上)については工事進行基準を採用

し、その他の工事については工事完成

基準を採用しております。

なお、工事進行基準による完成工事

高は、1,589,472千円であります。

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。

（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、長期大型工事（工期１

年超かつ請負金額10億円以上で進捗率

が20％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、当事業

年度から「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）および「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）

が適用されたことに伴い、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。な

お、平成21年3月31日以前に着手した

工事契約のうち、長期大型工事（工期

１年超かつ請負金額10億円以上で進捗

率が20％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す。これによ

り、従来の方法によった場合と比べ、

当事業年度に係る完成工事高は

1,025,190千円増加し、営業利益、経

常利益および税引前当期純利益は、そ

れぞれ118,905千円増加しておりま

す。
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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)

６ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす金

利スワップについて、特例処理

を採用しております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

デリバティブ取引(金利ス

ワップ取引)

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

 同左

ヘッジ対象

長期借入金の変動金利

ヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

長期借入による資金調達にお

いて、変動金利を固定金利に換

える金利スワップに限定してお

ります。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジの有効性評価の方法

事前の有効性評価として、取

引開始時に特例処理の要件を満

たす金利スワップ取引であるか

評価しております。

④ ヘッジの有効性評価の方法

同左

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算における資

金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金および容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。

同左

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

(7)【重要な会計方針の変更】

【会計方針の変更】

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)

（リース取引に関する会計基準） ――――――

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

 

 これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であ

ります。
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【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)

(損益計算書関係)

前事業年度において独立掲記しておりました営業外収

益の「保険配当金」は、その金額が営業外収益合計の

100分の10以下のため営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しております。なお、営業外収益の「雑収入」に含

まれている「保険配当金」は、1,822千円であります。

―――――――

(キャッシュ・フロー計算書関係)

営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産処分

損益（△は益）」につきましては、前事業年度は「その

他」に含めて表示しておりましたが、明瞭表示のために

区分掲記しております。なお、前事業年度において営業

活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表

示しておりました「固定資産処分損」は、4,199千円で

あります。

営業活動によるキャッシュ・フローの「破産更生債権

等の増減額（△は増加）」につきましては、前事業年度

は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重

要性が生じたために、区分掲記しております。なお、前

事業年度において営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しておりました「破産更生債権

等の増加額」は、8,624千円であります。

営業活動によるキャッシュ・フローの「未払費用の増

減額（△は減少）」につきましては、前事業年度は「そ

の他流動負債の増減額（△は減少）」に含めて表示して

おりましたが、明瞭表示のために区分掲記しておりま

す。なお、前事業年度において「その他流動負債の増減

額（△は減少）」に含めて表示しておりました「未払費

用の増加額」は、13,325千円であります。

前事業年度において営業活動によるキャッシュ・フロ

ーに区分掲記しておりました、「投資有価証券売却損益

(△は益)」（当事業年度△99千円）、「ゴルフ会員権評

価損」（当事業年度540千円）、「会員権売却損益(△は

益)」（当事業年度255千円）は、金額的重要性が低くな

ったため、当事業年度においては営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しております。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

営業活動によるキャッシュ・フローの「減損損失」に

つきましては、前事業年度は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、明瞭表示のために区分掲記しておりま

す。なお、前事業年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「減損損失」は、1,220千円であります。
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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)

 

――――― 
  
 
  
 
  
 
  
 

――――― 
 

 
  
 

※３ 担保に供している資産の内訳およびその対応する

債務の内訳は以下のとおりであります。

  (イ)担保に供している資産

建物・構築物 1,326,274千円

土    地 1,716,234

機械及び装置 3,093

受 取 手 形 702,369

投資有価証券 196,893

完成工事未収入金 2,129,318

計 6,074,183

   

上記以外に、未成工事に係る工事請負代金未入金額

（請負契約金額－既入金額）を担保提供しておりま

す。

 

 

※１ 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表

示しております。 

 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は

76,118千円であります。

※２ 関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取手形及び 

完成工事未収入金
203,325千円

支払手形及び 

工事未払金
126,259千円

※３ 担保に供している資産の内訳およびその対応する

債務の内訳は以下のとおりであります。

  (イ)担保に供している資産

建物・構築物 1,275,313千円

土    地 1,699,147

機械及び装置 2,456

受 取 手 形 626,952

投資有価証券 192,833

完成工事未収入金 ―

計 3,796,702

 

 
 
 

(ロ)上記に対応する債務

短期借入金 ―

長期借入金 1,162,000千円

(内１年以内返済分 280,000)

計 1,162,000

  なお、シンジケートローン契約に基づき当社名義の

別段預金に137,885千円が留保されております。

 

 
 

 

(ロ)上記に対応する債務

短期借入金 350,000千円

長期借入金 882,000    

(内１年以内返済分 882,000)

計 1,232,000

 

 

 

 ４ 当社は運転資金の効率的な調達をおこなうため取

引銀行８行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。

   当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおり

であります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額 2,600,000千円

借入実行残高 ―

差引額 2,600,000

 

 

※４ 当社は運転資金の効率的な調達をおこなうため取

引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。

   当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 1,900,000千円

借入実行残高 350,000

差引額 1,550,000

 

川崎設備工業㈱　（1777）　平成22年3月期決算短信

－24－



 

 
  

  

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） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加       2,198 株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 

  

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)

 

※５ 借入金のうち、シンジケートローン契約（残高合

計1,162,000千円）には、財務制限条項が付されて

おり、下記の条項に抵触した場合、契約上の全ての

債務について期限の利益を失い、借入金元本および

利息を支払うことになっております。

  財務制限条項の内容は、以下のとおりであります。

 ①経常利益が２期連続で赤字にならないこと。

 ②コミットメントラインに係る借入額が貸借対照表上

の流動資産から流動負債を差し引いた額を下回って

いること。ただし、ここでいう流動負債とは有利子

負債を控除した金額を指す。

 ③半期毎に貸借対照表の「純資産の部」から「繰延ヘ

ッジ損益」並びに「新株予約権」を控除した金額が

平成18年３月末時点の「資本の部」の金額の75％を

上回っていること。

 

※５ 借入金のうち、シンジケートローン契約（残高合

計882,000千円）には、財務制限条項が付されてお

り、下記の条項に抵触した場合、契約上の全ての債

務について期限の利益を失い、借入金元本および利

息を支払うことになっております。

  財務制限条項の内容は、以下のとおりであります。

 ①経常利益が２期連続で赤字にならないこと。

  
 
  
 

 ②半期毎に貸借対照表の「純資産の部」から「繰延ヘ

ッジ損益」並びに「新株予約権」を控除した金額が

平成18年３月末時点の「資本の部」の金額の75％を

上回っていること。

(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 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は12,928

千円であります。

―――――

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は20,102 

千円であります。

 

※２ 過年度損益修正損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

無形固定資産の過年度償却不足額 17,250千円 

 

(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) 12,000,000 ― ― 12,000,000

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) 20,076 2,198 ― 22,274
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４ 配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 
  

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） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加         1,791株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  

４ 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

決議 株式の種類
配当金の総額 

（千円）
配当の原資

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 35,933 利益剰余金 3.0 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) 12,000,000 ― ― 12,000,000

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) 22,274 1,791 ― 24,065

 (1) 配当金支払額

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 35,933 3.0 平成21年3月31日 平成21年6月29日

 (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

決議 株式の種類
配当金の総額 

（千円）
配当の原資

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 35,927 利益剰余金 3.0 平成22年3月31日 平成22年6月30日

(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

記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金預金勘定
預入期間が3ヶ月を超える定期預金

1,985,597千円
△200,000

現金及び現金同等物 1,785,597

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日)

現金預金勘定
預入期間が3ヶ月を超える定期預金

1,224,469千円
△100,000

現金及び現金同等物 1,124,469
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該当事項はありません 

下記の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。 

・リース取引 

 ・関連当事者情報 

 ・税効果会計 

 ・金融商品 

 ・有価証券 

 ・デリバティブ取引 

 ・退職給付 

また、下記の注記事項については、該当事項がないため開示を省略します。 

・持分法投資損益等 

 ・ストック・オプション等 

 ・企業結合等 

 ・賃貸等不動産 

(１株当たり情報)

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 235円52銭 １株当たり純資産額 257円68銭

１株当たり当期純利益 23円19銭 １株当たり当期純利益 25円34銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がありませんので記載しておりません。

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がありませんので記載しておりません。

 

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

貸借対照表の純資産の部の合計額 2,821,017千円

普通株式に係る純資産額 2,821,017千円

普通株式の発行済株式数 12,000,000株

普通株式の自己株式数 22,274株

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数
11,977,726株

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

貸借対照表の純資産の部の合計額 3,086,011千円

普通株式に係る純資産額 3,086,011千円

普通株式の発行済株式数 12,000,000株

普通株式の自己株式数 24,065株

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数
11,975,935株

 

 

２ １株当たり当期純利益

損益計算書上の当期純利益 277,761千円

普通株式に係る当期純利益 277,761千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 11,978,725株

 

 

２ １株当たり当期純利益

損益計算書上の当期純利益 303,439千円

普通株式に係る当期純利益 303,439千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 11,976,429株

(重要な後発事象)

(開示の省略）
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〔平成22年6月29日付〕 

  ①新任取締役候補者 

    常務取締役  佐々木光夫（現 ㈱関電工常務執行役員） 

    取 締 役  志村 英明（現 ㈱関電工名古屋支店長） 

   （社外取締役） 

  ②新任監査役候補者 

    常勤監査役  戸張  登（現 ㈱関電工業務革新推進室長） 

   （社外監査役） 

    監 査 役  久世 善雄（元 当社常勤監査役） 

  ③退任予定取締役 

    取 締 役  平田 進二 

    取 締 役  木下 一雄 

   （社外取締役） 

    取 締 役  関  弘行 

   （社外取締役） 

  ④退任予定監査役 

    常勤監査役  伊藤 隆夫 

   （社外監査役） 

    監 査 役  大戸  整 

5. その他

(1) 役員の異動
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(2) 部門別完成工事高明細表

（単位：千円）

期別 前   期 当   期

対前期比較増減自 平成20年 4月 1日 自 平成21年 4月 1日

至 平成21年 3月31日 至 平成22年 3月31日

区分 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率

％ ％ ％

一般ビル工事 12,634,208 61.4 12,724,066 75.5 89,858 0.7

産業施設工事 6,366,048 31.0 3,309,116 19.6 △3,056,932 △48.0

電 気 工 事 1,559,785 7.6 817,864 4.9 △741,920 △47.6

合  計 20,560,042 100.0 16,851,048 100.0 △3,708,994 △18.0

(3) 部門別受注工事高・受注残高

    （単位：千円）

期 別 前   期 当   期

対前期比較増減自 平成20年 4月 1日 自 平成21年 4月 1日

至 平成21年 3月31日 至 平成22年 3月31日

区 分 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率

受
注
工
事
高

％ ％ ％

一般ビル工事 13,049,949 68.5 12,275,446 76.5 △774,502 △5.9

産業施設工事 4,673,738 24.5 3,055,190 19.1 △1,618,547 △34.6

電 気 工 事 1,339,103 7.0 701,985 4.4 △637,117 △47.6

合  計 19,062,790 100.0 16,032,622 100.0 △3,030,167 △15.9

受
注
残
高

一般ビル工事 12,946,354 90.5 12,497,734 92.7 △448,620 △3.5

産業施設工事 1,163,603 8.1 909,677 6.7 △253,925 △21.8

電 気 工 事 195,882 1.4 80,002 0.6 △115,879 △59.2

合  計 14,305,840 100.0 13,487,414 100.0 △818,425 △5.7
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