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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 98,636 △7.0 2,838 2.7 3,206 5.1 1,554 417.8
25年3月期第1四半期 106,010 17.6 2,764 483.6 3,049 157.6 300 △25.5

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 3,446百万円 （600.6％） 25年3月期第1四半期 491百万円 （112.5％）

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

26年3月期第1四半期 7.60 ―
25年3月期第1四半期 1.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 344,572 186,434 52.9
25年3月期 364,008 184,269 49.5
（参考） 自己資本 26年3月期第1四半期 182,209百万円 25年3月期 180,130百万円

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

25年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 206,000 △2.5 3,900 △8.3 4,200 △10.0 1,800 71.6 8.81
通期 431,000 △3.7 6,500 △11.7 7,000 △15.7 3,000 △24.1 14.68



(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3ページ「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

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きが実施中です。

※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、添付資
料3ページ「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 ： 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） 26年3月期1Q 205,288,338 株 25年3月期 205,288,338 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 924,971 株 25年3月期 920,620 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 204,364,913 株 25年3月期1Q 204,388,508 株



（参考）個別業績予想

平成26年3月期の個別業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日） 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　銭

第 2 四 半 期 （ 累 計 ） 186,000  △3.7 3,200  △8.4 3,600  △7.9 1,600 118.6 7.83

通 期 391,000  △3.8 5,100  △0.7 5,800  △3.8 2,600  △10.3 12.72

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無

（％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）

※　業績予想の適切な利用に関する説明
・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。

1株当たり
当期純利益

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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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 

当社グループを取り巻く事業環境につきましては、国内建設投資に回復の兆しが見え始めた

ものの、東京電力㈱の更なる経営合理化により電力設備投資が抑制されるなど、依然として  

厳しい状況で推移いたしました。 

このため当社グループは、お客様の幅広いニーズにお応えする技術提案型営業活動を積極的

に展開するとともに、徹底した原価低減方策をグループ一丸となって推し進めるなど、受注の

確保と利益の創出に努めました。 

このような情勢下にあって、当第１四半期の業績は次のとおりとなりました。 

（連結業績） 

完 成 工 事 高  986 億 3 千 6百万円（前年同四半期比 93.0％） 

営 業 利 益    28 億 3 千 8 百万円（前年同四半期比 102.7％） 

経 常 利 益  32 億 6 百万円    （前年同四半期比 105.1％） 

四半期純利益   15 億 5 千 4 百万円（前年同四半期比 517.8％） 

（個別業績） 

新 規 受 注 高 1,022 億 1 千 3 百万円（前年同四半期比 102.4％） 

完 成 工 事 高  893 億 6 千 5百万円（前年同四半期比 91.9％） 

営 業 利 益    21 億 9 千 6 百万円（前年同四半期比  88.6％） 

経 常 利 益  26 億 1 千 6百万円（前年同四半期比  94.2％） 

四半期純利益   13 億 7 千 1 百万円（前年同四半期比 464.5％） 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

当第１四半期末の資産の状況 

・ 総資産   3,445 億７千２百万円   （対前期末比  94.7％） 

・ 純資産   1,864 億３千４百万円   （対前期末比 101.2％） 

・ 自己資本比率   52.9％           （対前期末比 3.4 ポイント増） 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ 194 億３千５百万円  

減少し、3,445 億７千２百万円となりました。 

（資産の部） 

流動資産は、主に受取手形・完成工事未収入金等が 273 億８百万円減少したことから、流動

資産合計で前連結会計年度末に比べ 226 億９千３百万円減少しました。 

固定資産は、有形固定資産が 16 億３千２百万円、無形固定資産が 16 億３千１百万円増加  

したことなどから、固定資産合計で前連結会計年度末に比べ 32 億５千７百万円増加しました。 

 （負債の部） 

負債の部は、主に流動負債の支払手形・工事未払金等が 161 億４千５百万円減少したこと  

から、負債合計で前連結会計年度末に比べ 216 億１百万円減少しました。 

 （純資産の部） 

純資産の部は、主にその他有価証券評価差額金が 17 億６千７百万円増加したことから、  

純資産合計で前連結会計年度末に比べ 21 億６千５百万円増加しました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績及び個別業績ともに平成25年4月30日発表の予想値から変更しておりません。（個別

業績予想は13ページに記載しております。） 

 

 

 

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 

税金費用の計算 
税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効 

税率を乗じて計算しております。 
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 55,831 48,728

受取手形・完成工事未収入金等 99,219 71,911

有価証券 13,999 29,498

未成工事支出金 37,949 33,636

材料貯蔵品 4,756 7,289

その他 12,785 10,728

貸倒引当金 △470 △414

流動資産合計 224,072 201,378

固定資産   

有形固定資産   

土地 60,166 60,138

その他（純額） 26,008 27,669

有形固定資産合計 86,175 87,807

無形固定資産 1,700 3,331

投資その他の資産   

投資有価証券 33,453 34,415

その他 22,991 22,020

貸倒引当金 △4,383 △4,382

投資その他の資産合計 52,060 52,053

固定資産合計 139,936 143,193

資産合計 364,008 344,572
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 78,585 62,439

短期借入金 7,730 7,674

未払法人税等 1,343 1,527

未成工事受入金 22,191 21,272

工事損失引当金 5,320 5,148

その他の引当金 1,333 1,067

その他 17,498 11,579

流動負債合計 134,003 110,708

固定負債   

長期借入金 800 2,925

退職給付引当金 30,880 30,269

その他の引当金 1,034 1,016

その他 13,019 13,216

固定負債合計 45,735 47,428

負債合計 179,738 158,137

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,264 10,264

資本剰余金 6,425 6,425

利益剰余金 163,815 164,195

自己株式 △512 △514

株主資本合計 179,992 180,371

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,005 8,773

土地再評価差額金 △6,867 △6,935

その他の包括利益累計額合計 138 1,837

少数株主持分 4,138 4,225

純資産合計 184,269 186,434

負債純資産合計 364,008 344,572
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

完成工事高 106,010 98,636

完成工事原価 97,215 89,806

完成工事総利益 8,795 8,830

販売費及び一般管理費 6,031 5,992

営業利益 2,764 2,838

営業外収益   

受取配当金 257 271

その他 158 166

営業外収益合計 415 438

営業外費用   

支払利息 37 51

為替差損 56 －

その他 36 19

営業外費用合計 129 70

経常利益 3,049 3,206

特別利益   

固定資産売却益 12 －

特別利益合計 12 －

特別損失   

固定資産除却損 198 140

投資有価証券評価損 2,017 －

その他 18 －

特別損失合計 2,233 140

税金等調整前四半期純利益 828 3,065

法人税等 459 1,383

少数株主損益調整前四半期純利益 369 1,681

少数株主利益 69 127

四半期純利益 300 1,554
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 369 1,681

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 122 1,764

その他の包括利益合計 122 1,764

四半期包括利益 491 3,446

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 434 3,322

少数株主に係る四半期包括利益 57 124
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

㈱関電工(1942)　平成26年3月期 第1四半期決算短信

－8－



４．【参考】四半期個別財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円） 

  

  

  
前事業年度

(平成25年３月31日) 
当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日) 

資産の部          

流動資産          

現金預金 43,482 34,528

受取手形・完成工事未収入金 86,488 62,632

有価証券 13,999 29,498

未成工事支出金 35,960 31,542

材料貯蔵品 2,799 4,712

その他 11,160 9,675

貸倒引当金 △288 △257

流動資産合計 193,602 172,333

固定資産          

有形固定資産          

土地 56,569 56,445

その他（純額） 22,557 21,764

有形固定資産合計 79,127 78,210

無形固定資産 1,498 1,455

投資その他の資産          

投資有価証券 36,517 39,256

その他 20,689 20,207

貸倒引当金 △4,007 △4,007

投資その他の資産合計 53,200 55,456

固定資産合計 133,825 135,121

資産合計 327,427 307,455
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（単位：百万円） 

  

（注）この四半期貸借対照表は、法定開示のレビュー対象ではありませんが、四半期財務諸表等規則に基づいて作成

しております。 

  

  
前事業年度

(平成25年３月31日) 
当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日) 

負債の部          

流動負債          

支払手形・工事未払金 71,037 54,330

短期借入金 5,950 6,700

未払法人税等 673 1,274

未成工事受入金 20,648 19,941

完成工事補償引当金 812 796

工事損失引当金 4,998 4,890

その他 14,945 10,015

流動負債合計 119,065 97,949

固定負債          

長期借入金 100 100

退職給付引当金 28,238 27,599

その他 12,550 12,423

固定負債合計 40,889 40,122

負債合計 159,954 138,072

純資産の部          

株主資本          

資本金 10,264 10,264

資本剰余金 6,246 6,246

利益剰余金 151,328 151,542

自己株式 △512 △514

株主資本合計 167,326 167,538

評価・換算差額等          

その他有価証券評価差額金 7,013 8,779

土地再評価差額金 △6,867 △6,935

評価・換算差額等合計 146 1,844

純資産合計 167,472 169,383

負債純資産合計 327,427 307,455
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（２）四半期損益計算書 

（単位：百万円） 

  

（注）この四半期損益計算書は、法定開示のレビュー対象ではありませんが、四半期財務諸表等規則に基づいて作成

しております。 

   

   

  
前第１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日) 

完成工事高 97,255 89,365

完成工事原価 89,564 82,048

完成工事総利益 7,691 7,316

販売費及び一般管理費 5,212 5,119

営業利益 2,478 2,196

営業外収益          

受取配当金 283 307

その他 132 157

営業外収益合計 415 465

営業外費用          

支払利息 32 32

為替差損 56 －

その他 27 13

営業外費用合計 116 45

経常利益 2,776 2,616

特別利益          

固定資産売却益 12 －

特別利益合計 12 －

特別損失          

固定資産除却損 198 141

投資有価証券評価損 2,017 －

その他 18 －

特別損失合計 2,233 141

税引前四半期純利益 555 2,474

法人税等 260 1,103

四半期純利益 295 1,371
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５．補足情報

【参考】個別業績の概要

（１）平成26年3月期第1四半期の個別業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

①個別経営成績 （％表示は、対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第1四半期 102,213 2.4 89,365 △8.1 2,196 △11.4 2,616 △5.8 1,371 364.5

25年3月期第1四半期 99,834 16.3 97,255 16.5 2,478 358.6 2,776 129.4 295 △41.3

円　銭

26年3月期第1四半期

25年3月期第1四半期

②個別財政状態

百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期

25 年 3 月 期

③工事種別新規受注高 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 53,903 52.7 45,917 46.0 7,985 17.4 181,820 44.7

情 報 通 信 工 事 8,753 8.6 10,020 10.0 △1,266 △12.6 31,210 7.7

配 電 線 工 事 31,729 31.0 36,643 36.7 △4,913 △13.4 156,945 38.6

工 務 関 係 工 事 7,826 7.7 7,253 7.3 573 7.9 36,446 9.0

計 102,213 100.0 99,834 100.0 2,378 2.4 406,422 100.0

④得意先別新規受注高 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

東 京 電 力 36,336 35.5 42,117 42.2 △5,780 △13.7 183,884 45.2

一 般 得 意 先 65,877 64.5 57,717 57.8 8,159 14.1 222,538 54.8

計 102,213 100.0 99,834 100.0 2,378 2.4 406,422 100.0

(H25･4･1～H25･6･30) (H24･4･1～H24･6･30)

26年3月期第1四半期 25年3月期第1四半期

26年3月期第1四半期 25年3月期第1四半期

(H25･4･1～H25･6･30) (H24･4･1～H24･6･30)

総　資　産 純　資　産 自己資本比率

四半期純利益

1株当たり
四半期純利益

新規受注高 売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益

25年3月期
(H24･4･1～H25･3･31)

25年3月期
(H24･4･1～H25･3･31)

増　　減

増　　減

1.44

6.71

55.1

51.1

307,455

327,427

169,383

167,472
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⑤工事種別完成工事高 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 42,527 47.6 46,778 48.1 △4,251 △9.1 187,387 46.1

情 報 通 信 工 事 7,192 8.1 7,856 8.1 △664 △8.5 31,507 7.8

配 電 線 工 事 31,036 34.7 36,006 37.0 △4,969 △13.8 156,900 38.6

工 務 関 係 工 事 8,608 9.6 6,613 6.8 1,995 30.2 30,591 7.5

計 89,365 100.0 97,255 100.0 △7,890 △8.1 406,386 100.0

⑥得意先別完成工事高 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

東 京 電 力 38,184 42.7 42,276 43.5 △4,092 △9.7 182,851 45.0

一 般 得 意 先 51,180 57.3 54,978 56.5 △3,797 △6.9 223,535 55.0

計 89,365 100.0 97,255 100.0 △7,890 △8.1 406,386 100.0

（２）平成26年3月期の個別業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日） 

　（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

①個別業績予想 （％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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

第2四半期（累計） 193,000 △6.6 186,000 △3.7 3,200 △8.4 3,600 △7.9 1,600 118.6

通 期 392,000 △3.5 391,000 △3.8 5,100 △0.7 5,800 △3.8 2,600 △10.3

②工事種別新規受注高・完成工事高予想 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 191,000 48.7 189,000 48.3

情 報 通 信 工 事 35,000 8.9 33,000 8.5

配 電 線 工 事 137,000 35.0 137,000 35.0

工 務 関 係 工 事 29,000 7.4 32,000 8.2

計 392,000 100.0 391,000 100.0

③得意先別新規受注高・完成工事高予想 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比

東 京 電 力 160,000 40.8 160,000 40.9

一 般 得 意 先 232,000 59.2 231,000 59.1

計 392,000 100.0 391,000 100.0

(H25･4･1～H26･3･31) (H25･4･1～H26･3･31)

完成工事高
(H25･4･1～H26･3･31) (H25･4･1～H26･3･31)

新規受注高 完成工事高

26年3月期第1四半期
(H25･4･1～H25･6･30)

※　業績予想の適切な利用に関する説明
　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。

新規受注高 売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益

新規受注高

25年3月期
(H24･4･1～H25･3･31)

26年3月期第1四半期
(H25･4･1～H25･6･30)

25年3月期
(H24･4･1～H25･3･31)

25年3月期第1四半期
増　　減

(H24･4･1～H24･6･30)

25年3月期第1四半期
増　　減

(H24･4･1～H24･6･30)
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