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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 15,689 13.3 △479 ― △471 ― △330 ―

24年3月期第2四半期 13,850 △9.6 △407 ― △400 ― △281 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △327百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △270百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △18.57 ―

24年3月期第2四半期 △15.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 24,260 11,127 45.7
24年3月期 26,102 11,545 44.0

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  11,081百万円 24年3月期  11,495百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 39,000 14.0 330 △20.5 335 △26.7 125 4.3 7.03



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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あります。 

※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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 17,940,000 株 24年3月期 17,940,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 152,915 株 24年3月期 152,203 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 17,787,390 株 24年3月期2Q 17,786,434 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災による復興需要により、緩やかながら回復傾向が続

いておりますが、欧州債務危機問題や長期化する円高、電気料金値上げなどの要因により、先行き不透明感が払

拭されない状況が続いております。 

当業界におきましては、東日本大震災の復興需要を背景に政府建設投資の増加が続くとともに、民間の建設投

資も緩やかながら回復基調で推移いたしました。しかしながら、建設物価の高騰、受注競争の激化に加え先行き

の建設投資需要の低下見込み等、厳しい経営環境が続いております。 

この様な経済状況の中、当社グループは顧客密着型の営業活動と採算性を重視した受注活動を 重要課題とし

て活動していくとともに、当社グループ全体で取り組んでおります「ＫＣＩ(弘電社 コスト イノベーション)活

動」により、施工方法の改善、施工品質の向上等による工事原価低減策や資材コストの圧縮、固定費削減策等の

諸施策を強力に推進いたしました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は156億89百万円（対前年同期比13.3％増）と前年同期

を上回りましたが、受注競争の激化に伴い利益面では一段と厳しさを増し、営業損失４億79百万円、経常損失４億

71百万円、四半期純損失３億30百万円といずれも前年を下回る結果となりました。 

各セグメント別の業績は、次のとおりです。 

①電気設備工事事業 

電気設備工事事業では、当社グループにおける受注環境は非常に厳しい状況で推移しました。その結果、受注

工事高は129億１百万円（対前年同期比7.9％減）に止まりました。一方、完成工事高は、前期からの繰越工事に

より、114億27百万円（対前年同期比15.5％増）となりました。 

  

②商品販売事業 

商品販売事業では、前年度は東日本大震災やタイ洪水に起因したメーカーの生産調整により、売上高が減少し

ましたが、今年度は国内経済の緩やかな回復に支えられ、冷熱住設品を中心として、売上が堅調に推移し、商品

売上高は42億61百万円（対前年同期比7.6％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、242億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ、18億41百万

円減少いたしました。負債は、131億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ、14億23百万円減少いたしまし

た。また、純資産は、111億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ、４億17百万円減少いたしました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年４月27日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

なお、当社グループの主たる事業分野である電気設備工事事業においては、契約により第１四半期連結会計期

間、第２四半期連結会計期間、第３四半期連結会計期間に比べ、第４四半期連結会計期間に工事の完成引渡しを行

う割合が大きいことから、完成工事高が第４四半期連結会計期間に増加する傾向があるため、業績に季節的変動が

あります。 

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第19項の規定により、「中間財務諸表等

における税効果会計に関する実務指針」第12項（法定実効税率を使用する方法）に準じて計算しております。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,665 2,157

受取手形・完成工事未収入金等 14,739 13,227

未成工事支出金 148 284

商品 323 298

短期貸付金 2,407 1,319

繰延税金資産 360 527

その他 405 464

貸倒引当金 △30 △35

流動資産合計 20,020 18,244

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,234 1,203

土地 888 888

その他（純額） 47 41

有形固定資産合計 2,170 2,133

無形固定資産 220 192

投資その他の資産   

投資有価証券 1,575 1,564

前払年金費用 1,104 1,163

繰延税金資産 330 336

その他 1,034 978

貸倒引当金 △354 △353

投資その他の資産合計 3,689 3,690

固定資産合計 6,081 6,016

資産合計 26,102 24,260

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 10,043 8,232

短期借入金 1,199 1,239

未払法人税等 55 59

未成工事受入金 681 921

賞与引当金 435 437

完成工事補償引当金 10 9

工事損失引当金 327 369

資産除去債務 － 4

その他 618 688

流動負債合計 13,370 11,962

固定負債   

退職給付引当金 815 850

役員退職慰労引当金 163 122

その他 207 197

固定負債合計 1,186 1,170

負債合計 14,556 13,133
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,520 1,520

資本剰余金 1,070 1,070

利益剰余金 8,981 8,561

自己株式 △43 △43

株主資本合計 11,528 11,108

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9 6

為替換算調整勘定 △41 △33

その他の包括利益累計額合計 △32 △27

少数株主持分 50 46

純資産合計 11,545 11,127

負債純資産合計 26,102 24,260
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高   

完成工事高 9,890 11,427

商品売上高 3,960 4,261

売上高合計 13,850 15,689

売上原価   

完成工事原価 8,853 10,513

商品売上原価 3,375 3,624

売上原価合計 12,228 14,138

売上総利益   

完成工事総利益 1,037 914

商品売上総利益 585 637

売上総利益合計 1,622 1,551

販売費及び一般管理費 2,030 2,030

営業損失（△） △407 △479

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 9 5

受取家賃 37 37

その他 16 13

営業外収益合計 68 60

営業外費用   

支払利息 9 9

売上割引 17 14

賃貸費用 23 23

その他 9 5

営業外費用合計 60 52

経常損失（△） △400 △471

税金等調整前四半期純損失（△） △400 △471

法人税等 △134 △137

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △266 △333

少数株主利益又は少数株主損失（△） 15 △3

四半期純損失（△） △281 △330
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △266 △333

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11 △2

為替換算調整勘定 7 8

その他の包括利益合計 △4 5

四半期包括利益 △270 △327

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △285 △324

少数株主に係る四半期包括利益 15 △3
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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損失（△） △400 △471

減価償却費 77 76

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 3

工事損失引当金の増減額（△は減少） 113 42

賞与引当金の増減額（△は減少） 19 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32 35

前払年金費用の増減額（△は増加） △42 △59

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20 △41

受取利息及び受取配当金 △13 △9

支払利息 9 9

売上債権の増減額（△は増加） 6,666 1,514

未成工事支出金の増減額（△は増加） △111 △135

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △48 24

仕入債務の増減額（△は減少） △5,512 △1,811

未成工事受入金の増減額（△は減少） 435 240

未払金の増減額（△は減少） 6 △48

未収消費税等の増減額（△は増加） 90 2

未払消費税等の増減額（△は減少） 0 3

その他の流動資産の増減額（△は増加） 170 △51

その他の流動負債の増減額（△は減少） 58 114

その他 0 2

小計 1,559 △558

利息及び配当金の受取額 13 9

利息の支払額 △9 △9

法人税等の支払額 △302 △31

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,260 △588

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 △4 －

定期預金の払戻による収入 － 29

有形固定資産の取得による支出 △4 △0

無形固定資産の取得による支出 △131 △2

投資有価証券の売却による収入 2 2

貸付けによる支出 △1,199 －

貸付金の回収による収入 0 1,087

その他の支出 △24 △22

その他の収入 1 66

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,360 1,160
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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） － 40

自己株式の増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △80 △81

その他 △8 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △89 △53

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △188 517

現金及び現金同等物の期首残高 2,142 1,442

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,954 1,960
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

受注及び販売の状況 

連結受注高実績 

種類別受注実績内訳 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

  平成24年３月期 平成25年３月期 
増減 

  第２四半期連結累計期間 第２四半期連結累計期間 

  金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 

  (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％) 

屋 内 線 工 事  10,600  59.0  10,776  62.8  176  1.7

そ の 他 工 事  3,407  19.0  2,125  12.4  △1,282  △37.6

工 事 部 門 計  14,008  78.0  12,901  75.2  △1,106  △7.9

商 品 販 売  3,960  22.0  4,261  24.8  301  7.6

合    計  17,968  100.0  17,163  100.0  △804  △4.5
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