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1.  平成23年3月期の業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 31,688 △0.5 1,649 17.8 1,895 18.6 435 ―

22年3月期 31,861 △1.7 1,399 33.5 1,597 21.9 24 △67.8

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 ％ ％ ％

23年3月期 18.55 ― 2.8 6.3 5.2
22年3月期 1.06 ― 0.2 5.4 4.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 31,378 15,918 50.7 678.25
22年3月期 28,660 15,688 54.7 668.18

（参考） 自己資本   23年3月期  15,918百万円 22年3月期  15,688百万円

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

23年3月期 2,149 △3,042 △229 7,125
22年3月期 3,158 △459 629 8,248

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 117 469.7 0.7
23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 117 27.0 0.7

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 17.3

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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) 13,600 18.3 330 16.1 460 1.7 290 724.5 12.36
通期 29,800 △6.0 920 △44.2 1,120 △40.9 680 56.2 28.97



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は、14ページ「(6)重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年3月期 24,969,993 株 22年3月期 24,969,993 株

② 期末自己株式数 23年3月期 1,500,252 株 22年3月期 1,491,363 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 23,476,132 株 22年3月期 23,482,198 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了していません。 

※ 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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異
なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、【添付資料】P.2「１．経営成績 (1)経
営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績

(1)経営成績に関する分析

(当期の経営成績)

売上高の内訳は次のとおりです。
　　内線・空調管工事　　 162億25百万円（前期比   5.1％減）
　　配電線工事　　　　　  90億93百万円（前期比   6.5％増)
　　その他工事　　　 　 　56億18百万円（前期比   1.5％増）
　　兼業事業　　　　　　　 7億51百万円（前期比   8.0％増）

(次期の見通し)

次期の業績は、次のとおり見込んでいます。
　　受注高　　   294億円
　　売上高　　   298億円
　　営業利益　 　  9億20百万円
　　経常利益　 　 11億20百万円
　　当期純利益 　  6億80百万円

(2)財政状態に関する分析

(資産、負債、純資産の状況)

(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）
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益7億88百万円に対して、売上債権が増

加したものの、仕入債務が増加したことなどにより、21億49百万円増加（前期比10億8百万円減）
しました。

当期の建設業界の状況は、民間工事と公共工事がともに抑制されるなか、受注・価格競争の激化が
続き、当社を取り巻く事業環境は一段と厳しい状況で終始いたしました。

このような状況のもとで、当社は全社を挙げて営業活動を展開し、受注の確保に努めました結果、
受注高は327億62百万円（前期比18.4％増）、売上高は316億88百万円（前期比0.5％減）となりまし
た。

当社では、本店を含む富山市内３地区の事業所の統合移転計画を推進し、平成23年５月熊野北部企
業団地に新社屋が完成いたしました。今後は、事業所の集約効果により総合的な技術力・施工力を発
揮し、事業の効率化やサービスの向上に努めてまいります。

また、今後の見通しとしましては、建設業界における生き残りを懸けたサバイバル競争時代を乗り
切るため、「売上高の確保」、「コストの削減と企業体質の強化」、「意識改革と変化への対応」の
３つを重点方針として掲げ、全社一丸となって取り組んでまいります。

また、利益面におきましては、売上高増加の影響に加え、工程管理・原価管理の徹底による工事原
価の削減に努めたことなどにより、営業利益は16億49百万円（前期比17.8％増）、経常利益は18億95
百万円（前期比18.6％増）となりました。
　なお、当期純利益につきましては、本店等の統合移転に伴う特別損失を計上したことなどにより、4
億35百万円となりました。

　当期末の総資産は313億78百万円となり、前期末と比べ27億17百万円増加しました。
流動資産は完成工事未収入金の増加などにより12億25百万円増加し、固定資産は有形固定資産の増

加などにより14億91百万円増加しました。
負債は、支払手形、工事未払金の増加などにより、前期末と比べ24億87百万円増加し、154億60百万

円となりました。
純資産は、配当金の支払いがあったものの当期純利益の計上などにより、前期末と比べ2億30百万円

増加し、159億18百万円となりました。

当期末における現金及び現金同等物は、前期末より11億22百万円減少し、71億25百万円となりまし
た。
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（投資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・フローは、有形固定資産の売却や有価証券の償還があったものの、

設備投資や投資有価証券の取得などにより、30億42百万円減少（前期比25億83百万円減）しまし
た。

（財務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・フローは、配当金の支払いやファイナンス・リース債務の返済によ

る支出により、2億29百万円減少（前期比8億58百万円減）しました。

２．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

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。
　(当社ホームページ)

http://www.rikudenko.co.jp/

　(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ))
http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

(3)会社の対処すべき課題
建設業界におきましては、市場の縮小傾向に伴い受注・価格競争が激化しており、生き残りを懸けた

サバイバル競争が続いております。このような状況の中で、当社は幅広い分野での受注を最優先課題と
しており、電気工事を中心に弱電工事や空調管工事、メンテナンス・住宅関連・省エネ・環境関連工事
などへの営業活動を引き続き強化してまいります。

さらに、価格競争の激化に伴い受注価格が低下する傾向が一層顕著となっており、一定の利益を確保
するため、なお一層、原価管理の徹底に努めてまいります。業務全般の管理コストにおいても、簡素
化・効率化をこれまで以上に推進してまいります。

また、引き続き社会から信頼されるよう、安全と品質を確保するとともに、コンプライアンス意識の
浸透・定着に取り組んでまいります。

平成19年3月期決算短信(非連結)(平成19年5月9日開示)により開示を行った内容から重要な変更がない
ため開示を省略します。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

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 平成23年3月期

自己資本比率 53.7% 54.4% 51.0% 54.7% 50.7%

時価ベースの
自己資本比率

33.9% 24.1% 25.6% 21.2% 21.2%

・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

(注1) 株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。

(注2) 当社は有利子負債がないため、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・レシオは記載しておりません。

北陸電気工事㈱　(１９３０)　平成23年3月期　決算短信　(非連結)

3



３．財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,248 7,925

受取手形 1,169 1,313

完成工事未収入金 5,192 7,245

有価証券 300 201

未成工事支出金 2,053 1,599

材料貯蔵品 201 240

繰延税金資産 522 689

その他 295 198

貸倒引当金 △353 △557

流動資産合計 17,631 18,857

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,763 3,770

減価償却累計額 △2,162 △2,151

建物（純額） 1,601 1,619

構築物 533 538

減価償却累計額 △452 △457

構築物（純額） 80 81

機械及び装置 342 308

減価償却累計額 △333 △303

機械及び装置（純額） 9 4

車両運搬具 978 979

減価償却累計額 △727 △765

車両運搬具（純額） 250 213

工具、器具及び備品 2,137 1,732

減価償却累計額 △1,790 △1,439

工具、器具及び備品（純額） 346 293

土地 3,607 4,732

リース資産 827 964

減価償却累計額 △91 △205

リース資産（純額） 735 758

建設仮勘定 13 －

有形固定資産合計 6,645 7,703

無形固定資産 73 82

投資その他の資産   

投資有価証券 1,582 1,636

関係会社株式 142 162

長期貸付金 11 11
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

従業員に対する長期貸付金 6 8

関係会社長期貸付金 1,199 1,427

破産更生債権等 124 56

長期前払費用 4 3

繰延税金資産 1,291 1,417

その他 115 114

貸倒引当金 △169 △101

投資その他の資産合計 4,311 4,735

固定資産合計 11,029 12,521

資産合計 28,660 31,378

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,967 3,876

工事未払金 3,730 4,585

リース債務 106 143

未払金 482 303

未払費用 305 327

未払法人税等 29 584

未成工事受入金 1,041 889

工事損失引当金 48 38

事務所移転費用引当金 － 465

その他 257 276

流動負債合計 8,968 11,489

固定負債   

リース債務 685 681

退職給付引当金 3,276 3,248

役員退職慰労引当金 39 37

その他 3 3

固定負債合計 4,004 3,970

負債合計 12,972 15,460

北陸電気工事㈱　(１９３０)　平成23年3月期　決算短信　(非連結)

5



(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,328 3,328

資本剰余金   

資本準備金 2,803 2,803

資本剰余金合計 2,803 2,803

利益剰余金   

利益準備金 360 360

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 3 3

別途積立金 8,934 8,934

繰越利益剰余金 798 1,116

利益剰余金合計 10,096 10,414

自己株式 △656 △658

株主資本合計 15,572 15,888

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 115 30

評価・換算差額等合計 115 30

純資産合計 15,688 15,918

負債純資産合計 28,660 31,378
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

完成工事高 31,165 30,936

兼業事業売上高 696 751

売上高合計 31,861 31,688

売上原価   

完成工事原価 27,185 26,847

兼業事業売上原価 670 637

売上原価合計 27,856 27,485

売上総利益   

完成工事総利益 3,979 4,088

兼業事業総利益 25 114

売上総利益合計 4,004 4,203

販売費及び一般管理費   

役員報酬 71 70

従業員給料手当 1,383 1,347

退職金 1 1

退職給付費用 156 86

役員退職慰労引当金繰入額 9 10

法定福利費 203 222

福利厚生費 23 16

修繕維持費 9 8

事務用品費 67 58

通信交通費 76 72

動力用水光熱費 41 41

調査研究費 38 24

広告宣伝費 7 9

貸倒引当金繰入額 85 203

貸倒損失 33 －

交際費 18 18

寄付金 7 4

地代家賃 84 95

減価償却費 63 54

租税公課 119 114

保険料 9 9

雑費 93 84

販売費及び一般管理費合計 2,604 2,554

営業利益 1,399 1,649
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外収益   

受取配当金 41 70

受取手数料 61 74

その他 120 120

営業外収益合計 223 265

営業外費用   

支払利息 14 15

その他 10 3

営業外費用合計 25 19

経常利益 1,597 1,895

特別利益   

前期損益修正益 29 7

固定資産売却益 14 8

ゴルフ会員権償還益 10 －

補助金収入 － 76

その他 3 －

特別利益合計 56 92

特別損失   

固定資産売却損 1,623 576

固定資産除却損 17 23

投資有価証券評価損 1 8

ゴルフ会員権評価損 2 1

減損損失 － 48

事務所移転費用引当金繰入額 － 465

固定資産圧縮損 － 76

その他 7 －

特別損失合計 1,652 1,199

税引前当期純利益 1 788

法人税、住民税及び事業税 229 587

法人税等調整額 △253 △234

法人税等合計 △23 352

当期純利益 24 435
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,328 3,328

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,328 3,328

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,803 2,803

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,803 2,803

資本剰余金合計   

前期末残高 2,803 2,803

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,803 2,803

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 360 360

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 360 360

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 48 3

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △45 △0

当期変動額合計 △45 △0

当期末残高 3 3

別途積立金   

前期末残高 8,934 8,934

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,934 8,934

繰越利益剰余金   

前期末残高 787 798

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 45 0

剰余金の配当 △58 △117
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当期純利益 24 435

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 11 317

当期末残高 798 1,116

利益剰余金合計   

前期末残高 10,130 10,096

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △58 △117

当期純利益 24 435

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △33 317

当期末残高 10,096 10,414

自己株式   

前期末残高 △654 △656

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 △656 △658

株主資本合計   

前期末残高 15,608 15,572

当期変動額   

剰余金の配当 △58 △117

当期純利益 24 435

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △36 315

当期末残高 15,572 15,888

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 58 115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 57 △85

当期変動額合計 57 △85

当期末残高 115 30

評価・換算差額等合計   

前期末残高 58 115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 57 △85

北陸電気工事㈱　(１９３０)　平成23年3月期　決算短信　(非連結)

10



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当期変動額合計 57 △85

当期末残高 115 30

純資産合計   

前期末残高 15,666 15,688

当期変動額   

剰余金の配当 △58 △117

当期純利益 24 435

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 57 △85

当期変動額合計 21 230

当期末残高 15,688 15,918
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 1 788

減価償却費 343 395

減損損失 － 48

貸倒引当金の増減額（△は減少） △84 136

工事損失引当金の増減額（△は減少） 45 △9

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） － 465

退職給付引当金の増減額（△は減少） 303 △28

受取利息及び受取配当金 △66 △102

支払利息 14 15

有形固定資産売却損益（△は益） 1,609 568

投資有価証券評価損益（△は益） 1 8

売上債権の増減額（△は増加） 937 △2,179

未成工事支出金の増減額（△は増加） 2,118 454

その他の流動資産の増減額（△は増加） 24 46

仕入債務の増減額（△は減少） △1,570 1,807

未成工事受入金の増減額（△は減少） △456 △151

未払消費税等の増減額（△は減少） 114 △135

その他の流動負債の増減額（△は減少） 49 △119

その他 167 85

小計 3,553 2,092

利息及び配当金の受取額 67 104

利息の支払額 △14 △15

法人税等の支払額 △448 △32

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,158 2,149

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △800

有価証券の取得による支出 △100 －

有価証券の償還による収入 650 300

有形固定資産の取得による支出 △728 △2,051

有形固定資産の売却による収入 734 182

無形固定資産の取得による支出 △3 △20

投資有価証券の取得による支出 △112 △402

関係会社株式の取得による支出 △40 △20

関係会社貸付けによる支出 △910 △310

敷金及び保証金の回収による収入 6 －

その他 43 79

投資活動によるキャッシュ・フロー △459 △3,042
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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 △2 △2

配当金の支払額 △58 △116

セール・アンド・リースバック取引による収入 770 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △80 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー 629 △229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,327 △1,122

現金及び現金同等物の期首残高 4,920 8,248

現金及び現金同等物の期末残高 8,248 7,125
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(5)継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

(6)重要な会計方針の変更

(資産除去債務に関する会計基準)
　 　

(7)表示方法の変更

(貸借対照表)
　 　

(損益計算書)
　

(キャッシュ・フロー計算書)
　

当事業年度より、「資産除去債務に関する会
計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月
31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平
成20年３月31日）を適用しております。
　これによる損益に与える影響はありません。

前事業年度 当事業年度
(自 平成21年4月 1日 (自 平成22年4月 1日

　至 平成22年3月31日) 　至 平成23年3月31日)

　至 平成22年3月31日) 　至 平成23年3月31日)

前事業年度 当事業年度
(自 平成21年4月 1日 (自 平成22年4月 1日

特別利益の「補助金収入」は、前事業年度に
おいて特別利益の「その他」に含めて表示して
いたが、特別利益の100分の10を超えたため区
分掲記した。

なお、前事業年度の特別利益の「その他」に
含まれている「補助金収入」は3百万円であ
る。

特別損失の「固定資産圧縮損」は、前事業年
度において特別損失の「その他」に含めて表示
していたが、重要性が増したため区分掲記し
た。

なお、前事業年度の特別利益の「その他」に
含まれている「固定資産圧縮損」は3百万円で
ある。

前事業年度において区分掲記していた流動資
産の「未収入金」は、資産総額の100分の1以下
となったため、流動資産の「その他」に含める
こととした。

なお、当事業年度の流動資産の「その他」に
含まれている「未収入金」は158百万円であ
る。

前事業年度において区分掲記していた投資活
動によるキャッシュ・フローの「敷金及び保証
金の回収による収入」は重要性が乏しくなった
ため、投資活動によるキャッシュ・フローの
「その他」に含めることとした。

なお、当事業年度の投資活動によるキャッ
シュ・フローの「その他」に含まれている「敷
金及び保証金の回収による収入」は2百万円で
ある。
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(8)財務諸表に関する注記事項

　(持分法投資損益等)
　当社は関連会社がないので、該当事項はありません。

　(セグメント情報等)
【セグメント情報等】
　当社は、設備工事業及びその付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略している。

【関連情報】
　主要な顧客は北陸電力㈱であり、売上高は12,624百万円である。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
　減損損失額は48百万円である。

（追加情報）

　(１株当たり情報)

　１株当たり純資産額

(注)1.潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
　　2.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　当期純利益 (百万円)
　普通株主に帰属しない金額 (百万円)
　普通株式に係る当期純利益 (百万円)
　普通株式の期中平均株式数 (千株)

　(重要な後発事象)

(重要な設備投資)

　 　

(1)目的

(2)設備投資の内容
所在地　　富山市小中地内
敷地面積　24,619.15㎡
取得価格　731百万円

(3)資金調達方法
自己資金

当事業年度

435
23,482 23,476

24 435
－ －

前事業年度 当事業年度

当事業年度

 (自 平成21年4月 1日  (自 平成22年4月 1日
　 至 平成22年3月31日)

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年
３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
20号　平成20年３月21日）を適用している。

前事業年度

(自 平成21年4月 1日

668.18円
　１株当たり当期純利益金

24

(自 平成22年4月 1日

　 至 平成23年3月31日)
678.25円

(自 平成22年4月 1日
  至 平成22年3月31日)

当社は平成22年3月30日開催の取締役会にお
いて、富山市熊野北部企業団地の土地を取得す
ることを決議し、平成22年4月26日に土地売買
契約を締結し、平成22年4月30日に取得した。

富山市内３地区に分散している事業所を一箇
所に集中することにより、送変電工事・配電線
工事を含め、電気工事・空調・給排水工事にお
ける企画・設計・施工・メンテナンスに至るま
での体制を再構築し、総合的な技術力・施工力
の強化を図るため。

　至 平成22年3月31日) 　至 平成23年3月31日)

  至 平成23年3月31日)
(自 平成21年4月 1日

1.06円 18.55円

前事業年度
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４．その他

(1)受注高・売上高・次期繰越高

①受注高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

14,100 51.0 18,069 55.1 3,969 28.1
8,442 30.5 9,497 29.0 1,055 12.5
5,130 18.5 5,195 15.9 64 1.3

27,672 100.0 32,762 100.0 5,089 18.4

②売上高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

17,093 53.6 16,225 51.2 △ 868 △ 5.1
8,538 26.8 9,093 28.7 554 6.5
5,533 17.4 5,618 17.7 85 1.5

31,165 97.8 30,936 97.6 △ 228 △ 0.7
696 2.2 751 2.4 55 8.0

31,861 100.0 31,688 100.0 △ 172 △ 0.5

③次期繰越高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

6,931 68.3 8,775 73.4 1,844 26.6
1,611 15.9 2,015 16.8 404 25.1
1,601 15.8 1,178 9.8 △ 423 △ 26.4

10,144 100.0 11,969 100.0 1,825 18.0

④得意先別受注高・完成工事高

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

12,889 39.3 12,595 40.7
19,872 60.7 18,341 59.3
32,762 100.0 30,936 100.0

⑤次期(24年3月期)の得意先別受注高・完成工事高

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

11,700 39.8 11,400 39.2
17,700 60.2 17,700 60.8
29,400 100.0 29,100 100.0

一 般 得 意 先

計

受注高 完成工事高

北 陸 電 力 ㈱

北 陸 電 力 ㈱
一 般 得 意 先

計

計

内 線 ・ 空 調 管 工 事
配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

そ の 他 工 事
計

内 線 ・ 空 調 管 工 事

内 線 ・ 空 調 管 工 事
配 電 線 工 事

前事業年度

増減
前事業年度

(自 平成21年4月 1日

(自 平成21年4月 1日

当事業年度

当事業年度

当事業年度

増減

増減

兼 業 事 業
合 計

計

  至 平成23年3月31日)

受注高 完成工事高

(自 平成22年4月 1日

(平成22年3月31日) (平成23年3月31日)

(自 平成22年4月 1日
前事業年度

  至 平成22年3月31日)   至 平成23年3月31日)

  至 平成22年3月31日)
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①取締役

〔新任候補者〕

（現　執行役員社長付）

（現　執行役員東京支店長）

（現　執行役員高岡支店長）

〔退任予定者〕

（現　常務取締役）

（現　取締役通信鉄道部長）

②監査役

〔新任候補者〕

（現　北陸電力株式会社　支配人監査役室長）

（現　株式会社ほくほくフィナンシャルグループ　常勤監査役）

(注)新任監査役候補　松本雅登氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の

候補者であります。

〔退任予定者〕

（現　監査役）

（現　監査役）

田
た

 村
むら

 利
とし

 隆
たか

(2)役 員 の 異 動（平成23年6月29日付）

以　上

中
なか

 川
がわ

 章
あき

 夫
お

高
たか

 桑
くわ

 幸
こう

 一
いち

松
まつ

 本
もと

 雅
まさ

 登
と

竹
たけ

 原
はら

 利
とし

 一
かず

末
まつ

 永
え

    優
まさる

行
ゆき

 松
まつ

 保
やす

 則
のり

村
むら

 西
にし

 欣
きん

 治
じ

鶴
つる

 谷
たに

 之
ゆき

 雄
お

北陸電気工事㈱　(１９３０)　平成23年3月期　決算短信　(非連結)
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