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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 45,523 △5.6 △2,291 ― △1,516 ― △3,053 ―

23年3月期第2四半期 48,240 △0.8 △1,423 ― △540 ― △365 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △4,443百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △854百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △51.97 ―

23年3月期第2四半期 △6.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 205,246 173,479 84.0
23年3月期 221,830 178,516 79.9

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  172,341百万円 23年3月期  177,343百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ― 10.00

24年3月期（予想） ― 10.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 115,000 △1.3 200 △72.0 1,900 △27.7 △1,100 ― △18.72



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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業績見通し等の将来に関する記述は、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。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いては、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 65,138,117 株 23年3月期 65,138,117 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 6,381,406 株 23年3月期 6,380,935 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 58,757,043 株 23年3月期2Q 58,759,179 株



  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

（参考）個別業績予想
平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） (％表示は、対前期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

通 期 105,000 △2.3 2,000 △19.4 △1,000 ― △17. 02
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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、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況

にあるものの、サプライチェーンの立て直しにより生産が回復し、輸出も緩やかに増加を続けるなど、

国内景気は持ち直しつつあります。 

こうした中で、建設業界においては、公共投資が依然として低調に推移し、民間設備投資は持ち直し

に向けた動きが見えてきたものの、価格の低下による受注競争は引き続いて厳しい状況で推移しまし

た。 

このような状況のもとで、当社グループは、環境・省エネ・省コスト関連のリニューアル工事などの

提案営業を強化するなど積極的な営業活動の展開と、採算性の向上に向けた原価低減の一層の徹底に取

り組んでまいりました。 

しかしながら、売上高は前年同期に比較して減少し、455億２千３百万円（前年同期比5.6％減）とな

りました。 

営業利益は原価低減の一層の徹底に努めましたが22億９千１百万円の損失（前年同期は営業損失14億

２千３百万円）、経常利益は財務収益などを加えて15億１千６百万円の損失（前年同期は経常損失５億

４千万円）となりました。 

また、時価が著しく下落した投資有価証券の評価損を特別損失として計上した結果、四半期純利益は

30億５千３百万円の損失（前年同期は四半期純損失３億６千５百万円）となりました。 

  

総資産は2,052億４千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ165億８千４百万円の減少となりまし

た。主なものは、有価証券の増加39億３千６百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少110億７千２

百万円、投資有価証券の減少97億４百万円であります。 

負債は317億６千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ115億４千７百万円の減少となりました。主

なものは、支払手形・工事未払金等の減少78億６千９百万円、退職給付引当金の減少14億８千４百万円で

あります。 

純資産は1,734億７千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ50億３千６百万円の減少となりまし

た。主なものは、利益剰余金の減少36億４千１百万円、その他有価証券評価差額金の減少13億５千８百万

円であります。 

  

今後の経済見通しにつきましては、緩やかな回復が見込まれるものの、円高に加え、米国の景気回復

が減速したことや欧州の財政状況の先行きなどの不安材料もあり、国内景気は引き続き厳しい状況で推

移するものと予想されます。 

このような状況のもと、環境・省エネ・省コスト関連のリニューアル工事の提案営業を一層強化する

など受注の開拓に向けた取り組みに加え、受注の確保・拡大を図るべく積極的な営業活動を全社一丸と

なって推進する所存であります。 

また、工事採算性の向上に向けた原価低減の更なる徹底及び業務の効率化などによる間接費の低減を

推進することにより、利益の確保に取り組む所存であります。 

なお、通期の業績予想については、本年10月27日に公表した値から変更は行っておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部
流動資産
現金預金 14,414 14,208
受取手形・完成工事未収入金等 33,210 22,137
有価証券 17,845 21,781
未成工事支出金 6,612 6,954
材料貯蔵品 370 438
商品 828 1,095
その他 2,884 6,191
貸倒引当金 △171 △136
流動資産合計 75,993 72,670

固定資産
有形固定資産
建物・構築物（純額） 14,875 14,481
土地 12,138 11,968
その他（純額） 2,158 2,479
有形固定資産合計 29,172 28,929

無形固定資産 527 541
投資その他の資産
投資有価証券 94,642 84,937
繰延税金資産 11,471 11,298
その他 10,340 7,161
貸倒引当金 △316 △293
投資その他の資産合計 116,137 103,105

固定資産合計 145,837 132,575
資産合計 221,830 205,246

負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等 22,322 14,452
短期借入金 940 300
未払法人税等 164 94
未成工事受入金 4,124 3,715
完成工事補償引当金 24 24
工事損失引当金 99 116
役員賞与引当金 78 －
その他 3,766 2,748
流動負債合計 31,521 21,452

固定負債
退職給付引当金 9,929 8,445
役員退職慰労引当金 558 396
その他 1,304 1,471
固定負債合計 11,792 10,314

負債合計 43,314 31,766
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部
株主資本
資本金 3,481 3,481
資本剰余金 139 139
利益剰余金 187,617 183,976
自己株式 △9,435 △9,435
株主資本合計 181,803 178,162

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △4,460 △5,819
為替換算調整勘定 － △1
その他の包括利益累計額合計 △4,460 △5,820

少数株主持分 1,173 1,138
純資産合計 178,516 173,479

負債純資産合計 221,830 205,246
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 48,240 45,523
売上原価 42,525 40,385
売上総利益 5,714 5,137
販売費及び一般管理費 7,138 7,429
営業損失（△） △1,423 △2,291
営業外収益
受取利息 409 361
その他 492 438
営業外収益合計 902 799

営業外費用
支払利息 1 1
災害事故関係費 4 7
工具器具等処分損 2 2
支払手数料 5 5
その他 5 6
営業外費用合計 19 24

経常損失（△） △540 △1,516
特別利益
貸倒引当金戻入額 53 －
固定資産処分益 144 2
特別利益合計 198 2

特別損失
固定資産処分損 41 161
投資有価証券評価損 72 2,000
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 41 －
その他 25 －
特別損失合計 181 2,161

税金等調整前四半期純損失（△） △524 △3,675
法人税、住民税及び事業税 70 54
法人税等調整額 △209 △650
法人税等合計 △139 △596
少数株主損益調整前四半期純損失（△） △384 △3,079
少数株主損失（△） △19 △25
四半期純損失（△） △365 △3,053
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △384 △3,079
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △470 △1,362
為替換算調整勘定 － △1
その他の包括利益合計 △470 △1,364

四半期包括利益 △854 △4,443
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 △830 △4,414
少数株主に係る四半期包括利益 △24 △29
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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４．補足情報

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績(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 ％
24年３月期第２四半期 41,462 △6.4 △2,084 ─ △1,259 ― △2,877 ─
23年３月期第２四半期 44,307 △1.1 △1,380 ─ △498 ― △340 ─

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

24年３月期第２四半期 △48 98 ─ ─
23年３月期第２四半期 △5 80 ─ ─

(2) 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％
24年３月期第２四半期 198,832 169,902 85.5
23年３月期 215,072 174,723 81.2
(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 169,902百万円 23年３月期 174,723百万円

(3) 部門別受注実績 （単位：百万円、％）
期 別

区 分

平成23年３月期第２四半期 平成24年３月期第２四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電線工事 11,738 21.7 11,744 24.7 6 0.1

発送変電工事 2,011 3.7 1,598 3.4 △413 △20.6

情報通信工事 8,573 15.8 2,062 4.4 △6,510 △75.9

屋内電気工事 23,618 43.6 23,808 50.1 189 0.8

空調・管工事 8,203 15.2 8,282 17.4 79 1.0

合      計 54,145 100.0 47,497 100.0 △6,648 △12.3

 (4) 部門別売上実績 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成23年３月期第２四半期 平成24年３月期第２四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電線工事 11,627 26.3 11,593 27.9 △34 △0.3

発送変電工事 2,323 5.2 940 2.3 △1,382 △59.5

情報通信工事 3,364 7.6 2,313 5.6 △1,050 △31.2

屋内電気工事 21,524 48.6 20,354 49.1 △1,169 △5.4

空調・管工事 5,467 12.3 6,260 15.1 792 14.5

合      計 44,307 100.0 41,462 100.0 △2,845 △6.4
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 (5) 部門別次期繰越高 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成23年３月期第２四半期 平成24年３月期第２四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電線工事 588 1.2 451 1.0 △136 △23.2

発送変電工事 1,442 2.9 1,352 3.1 △89 △6.2

情報通信工事 7,887 15.7 2,697 6.2 △5,189 △65.8

屋内電気工事 31,763 63.2 30,669 70.3 △1,094 △3.4

空調・管工事 8,577 17.0 8,488 19.4 △89 △1.0

合      計 50,259 100.0 43,660 100.0 △6,599 △13.1

(6) 得意先別売上実績 （単位：百万円、％）
期 別

区 分

平成23年３月期第２四半期 平成24年３月期第２四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

中国電力㈱ 15,079 34.0 13,406 32.3 △1,672 △11.1

一般得意先 29,228 66.0 28,055 67.7 △1,172 △4.0

合      計 44,307 100.0 41,462 100.0 △2,845 △6.4
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