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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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2四半期 2,155 31.2 261 416.5 271 628.4 235 ―
21年9月期第2四半期 1,642 ― 50 ― 37 ― △37 ―

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2四半期 36.96 ―
21年9月期第2四半期 △5.83 ―

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2四半期 3,495 1,896 54.3 297.83
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2四半期  1,896百万円 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 ― 2.00
22年9月期 

（予想）
― 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 4,078 9.3 166 30.1 175 64.4 150 258.4 23.55
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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2四半期 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2四半期  5,996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2四半期 6,369,291株 21年9月期第2四半期 6,369,412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、景気の先行きに不透明感を残しているものの、エコ

ポイント等に代表される消費刺激策の効果や、新興国の需要回復等一部に持ち直しの兆しも感じられる状

況となっています。 

しかしながら、建設業界におきましては、公共事業については補正予算により順調な推移を見せたもの

の、民間企業の設備投資については依然として厳しい状況が続く等、当社グループを取り巻く環境は下期

に向けて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、電力事業と内線事業の両事業部門

において、ほぼ計画通りの受注と完工を達成いたしました。モバイル事業におきましては、予定受注を達

成したものの、完成時期の遅れから、完工は大きく未達となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の受注高は21億７千８百万円（前第２四半期連結累計期間比

14.1％増）、完成工事高は21億５千５百万円（前第２四半期連結累計期間比31.2％増）となりました。ま

た、利益については、全社あげての経費削減策が功を成し、赤字の案件を数件まで絞り込むとともに、赤

字案件への支出削減対策に集中管理が出来たことにより利益率の向上が図られ、営業利益は２億６千１百

万円（前第２四半期連結累計期間比416.5％増）、経常利益は２億７千１百万円（前第２四半期連結累計

期間比628.4％増）、四半期純利益は２億３千５百万円（前第２四半期連結累計期間は３千７百万円の四

半期純損失）となりました。 

  

当第２四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４億６千１百万円増加し、34

億９千５百万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２億３百万円増加し、15億

９千８百万円となっております。純資産は、前連結会計年度末に比べ２億５千７百万円増加し、18億９

千６百万円となっております。 

資産の増加の主な要因は、完成工事未収入金等の回収が進み、工事収支が大きく改善したことにより

現金預金が７億８百万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、未成工事受入金が２億１千９百万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２億３千５百万円増加したことによる

ものであります。 

  

当第２四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８億１千４百万円増加し、投資活動により１億３百万円減少し、財務活動によ

り１百万円減少しました。その結果、当第２四半期連結会計期間末の資金残高は12億９千３百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ７億８百万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、税金等調整前四半期純利益を２億５千３百

万円計上したこと、売上債権が２億９百万円減少したこと、および未成工事受入金が２億１千９百万円

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、東北地区での機材センター用地の確保にお

ける有形固定資産の取得による支出が５千万円あったこと、投資有価証券の取得による支出２億４百万

円および投資有価証券の売却による収入１億５千４百万円があったことによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローの減少の主な要因は、リース債務の返済による支出１百万円によ

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月期の通期の連結業績予想については、「平成22年９月期第２四半期累計期間（連結・個

別）業績予想との差異並びに通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」(平成22年４月26日

付)およ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。 

  

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。 

これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間に係る完成工事高は

140,811千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が14,285千円それぞれ増加

しております。 

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
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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：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 1,293,565 584,590

受取手形・完成工事未収入金等 618,560 828,055

未成工事支出金 341,633 443,284

繰延税金資産 40,600 40,600

その他 51,363 79,823

貸倒引当金 △7,694 △9,994

流動資産合計 2,338,028 1,966,358

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 356,083 346,135

機械・運搬具 143,904 143,904

工具器具・備品 208,395 207,389

土地 378,500 338,288

建設仮勘定 813 813

減価償却累計額 △540,654 △521,273

有形固定資産合計 547,042 515,258

無形固定資産 7,078 8,440

投資その他の資産   

投資有価証券 239,410 182,318

長期貸付金 552,642 561,263

保険積立金 334,048 331,628

その他 29,659 29,764

貸倒引当金 △552,786 △561,407

投資その他の資産合計 602,973 543,566

固定資産合計 1,157,094 1,067,265

資産合計 3,495,123 3,033,623
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 438,868 555,789

1年内返済予定の長期借入金 20,000 10,000

未払法人税等 21,770 21,859

未成工事受入金 529,498 309,835

賞与引当金 68,202 60,410

工事損失引当金 2,550 6,159

完成工事補償引当金 1,070 1,900

その他 224,691 86,328

流動負債合計 1,306,651 1,052,283

固定負債   

長期借入金 80,000 90,000

退職給付引当金 191,885 225,803

再評価に係る繰延税金負債 17,679 17,679

その他 1,946 8,679

固定負債合計 291,511 342,162

負債合計 1,598,163 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 252,347 16,913

自己株式 △1,861 △1,860

株主資本合計 2,061,172 1,825,739

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △22,349

土地再評価差額金 △164,212 △164,212

評価・換算差額等合計 △164,212 △186,562

純資産合計 1,896,960 1,639,177

負債純資産合計 3,495,123 3,033,623
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

完成工事高 1,642,686 2,155,253

完成工事原価 1,308,217 1,634,155

完成工事総利益 334,468 521,098

販売費及び一般管理費 283,895 259,908

営業利益 50,573 261,190

営業外収益   

受取利息 9,467 1,339

持分法による投資利益 － 10,697

その他 1,802 1,756

営業外収益合計 11,269 13,792

営業外費用   

支払利息 3,428 1,201

投資事業組合運用損 － 975

投資有価証券売却損 7,669 －

手形売却損 149 －

持分法による投資損失 5,338 －

その他 7,990 1,355

営業外費用合計 24,575 3,532

経常利益 37,267 271,450

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,300

特別利益合計 － 2,300

特別損失   

投資有価証券売却損 － 20,586

投資有価証券評価損 56,042 －

電話加入権評価損 － 55

特別損失合計 56,042 20,641

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（△）

△18,775 253,109

法人税、住民税及び事業税 5,641 17,675

法人税等調整額 12,711 －

法人税等合計 18,352 17,675

四半期純利益又は四半期純損失（△） △37,127 235,433
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10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（△）

△18,775 253,109

減価償却費 20,118 20,430

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,797 △2,300

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,894 7,791

その他の引当金の増減額（△は減少） △10,644 △38,357

受取利息及び受取配当金 △9,541 △1,343

支払利息 3,428 1,201

投資有価証券売却損益（△は益） 7,669 20,586

投資有価証券評価損益（△は益） 56,042 －

持分法による投資損益（△は益） 5,338 △10,697

投資事業組合運用損益（△は益） － 975

電話加入権評価損 － 55

売上債権の増減額（△は増加） △22,393 209,494

未成工事支出金の増減額（△は増加） △197,702 101,650

仕入債務の増減額（△は減少） △70,340 △117,450

未払消費税等の増減額（△は減少） － 106,347

未成工事受入金の増減額（△は減少） 133,245 219,662

その他 △12,529 56,338

小計 △134,775 827,495

利息及び配当金の受取額 15,198 6,550

利息の支払額 △2,203 △1,183

法人税等の支払額 △10,373 △18,493

営業活動によるキャッシュ・フロー △132,154 814,369

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 △14,306 △50,379

投資有価証券の取得による支出 － △204,876

投資有価証券の売却による収入 1,853 154,062

貸付けによる支出 △10,000 △2,000

貸付金の回収による収入 7,840 2,166

その他 171 △2,420

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,441 △103,446

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） 130,000 －

長期借入れによる収入 100,000 －

自己株式の取得による支出 △6 △0

リース債務の返済による支出 － △1,946

その他 △1,946 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 228,046 △1,947

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 81,451 708,975

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 354,316 1,293,565
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該当事項はありません。 

  

電気工事業が、完成工事高基準及び営業損益基準において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２四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３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２四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日)及び当第２四半期連結

累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日)

【所在地別セグメント情報】

 前第２四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日)及び当第２四半期連結

累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日)

【海外売上高】

 前第２四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日)及び当第２四半期連結

累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３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２四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日)
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