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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12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 ％

26年3月期第3四半期 297,290 △4.9 4,852 △16.4 5,639 △14.6 2,566 △4.9
25年3月期第3四半期 312,603 10.4 5,805 10.4 6,601 9.2 2,699 228.9

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 8,287百万円 （113.5％） 25年3月期第3四半期 3,882百万円 （287.0％）

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3四半期 12.56 ―
25年3月期第3四半期 13.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 346,773 190,026 53.6
25年3月期 364,008 184,269 49.5
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 185,741百万円 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 ― 6.00 ―
26年3月期（予想） 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、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 426,000 △4.9 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
②①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3Q 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3Q 962,375 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3Q 204,348,440 株 25年3月期3Q 204,378,205 株



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

通 期 386,000 △5.0 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

（参考）個別業績予想

（％表示は、対前期増減率）

※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 

当第3四半期連結累計期間における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

設投資は堅調に推移いたしましたものの、東京電力㈱の設備投資が大幅に削減されたことから、

依然として厳しい状況下に置かれました。 

このため当社グループは、電力関係部門の落ち込みを一般得意先からの受注獲得で補うべく、

価格競争力の更なる強化に向けた原価低減方策の徹底に取り組むとともに、お客様の視点に立

った提案型営業活動の展開と高品質かつ低価格なサービスの提供に全力を傾注いたしましたが、

当第3四半期連結累計期間の業績は、下記のとおり前年同四半期を下回ることとなりました。 

（連結業績） 

完 成 工 事 高  2,972 億９千万円  （前年同四半期比  95.1％） 

営 業 利 益     48 億５千２百万円（前年同四半期比  83.6％） 

経 常 利 益   56 億３千９百万円（前年同四半期比  85.4％） 

四 半 期 純 利 益    25 億６千６百万円（前年同四半期比  95.1％） 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第 3四半期末の資産の状況 

・ 総 資 産   3,467 億７千３百万円（対前期末比  95.3％） 

・ 純 資 産   1,900 億２千６百万円（対前期末比 103.1％） 

・ 自 己 資 本 比 率   53.6％              （対前期末比   4.1 ポイント増） 

当第 3 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 172 億３千４百万円  

減少し、3,467 億７千３百万円となりました。 

 

（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 227 億５千１百万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 237 億７千４百万円減少しました。 

固定資産は、有形固定資産が 12 億７千８百万円、無形固定資産が 17 億４百万円、投資有価

証券が 68 億１千４百万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 

65 億３千９百万円増加しました。 

 

（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 197 億６千６百万円減少したことか

ら、負債合計で前連結会計年度末に比べ 229 億９千１百万円減少しました。 

 

（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 55 億３千７百万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 57 億５千６百万円増加しました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社及び当社子会社の株式会社ＴＬＣは、東京電力関連工事の受注に関して、独占禁止法に

違反する行為があったとして、平成25年12月20日、公正取引委員会より排除措置命令及び課徴

金納付命令を受けましたが､平成26年3月期の連結業績及び個別業績につきましては､平成25年

10月31日の公表値を変更しておりません。 

当社グループといたしましては、本命令を厳粛かつ真摯に受け止め、再発防止対策に取り組

み、皆様からの信頼回復に努めているところであります。 

なお、個別業績予想は13ページに記載しているとおりであります。 

 

 

 

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 3四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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 55,831 44,845

受取手形・完成工事未収入金等 99,219 76,468

有価証券 13,999 20,999

未成工事支出金 37,949 36,172

材料貯蔵品 4,756 8,333

その他 12,785 13,785

貸倒引当金 △470 △307

流動資産合計 224,072 200,297

固定資産   

有形固定資産   

土地 60,166 60,169

その他（純額） 26,008 27,284

有形固定資産合計 86,175 87,453

無形固定資産 1,700 3,404

投資その他の資産   

投資有価証券 33,453 40,268

その他 22,991 20,005

貸倒引当金 △4,383 △4,657

投資その他の資産合計 52,060 55,616

固定資産合計 139,936 146,475

資産合計 364,008 346,773
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 78,585 58,818

短期借入金 7,730 8,768

未払法人税等 1,343 1,171

未成工事受入金 22,191 20,671

工事損失引当金 5,320 4,056

その他の引当金 1,333 1,018

その他 17,498 15,099

流動負債合計 134,003 109,605

固定負債   

長期借入金 800 2,986

退職給付引当金 30,880 30,059

その他の引当金 1,034 1,061

その他 13,019 13,033

固定負債合計 45,735 47,141

負債合計 179,738 156,746

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 163,815 163,977

自己株式 △512 △533

株主資本合計 179,992 180,134

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 12,543

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 5,607

少数株主持分 4,138 4,284

純資産合計 184,269 190,026

負債純資産合計 364,008 346,773

㈱関電工(1942） 平成26年3月期 第3四半期決算短信

－5－



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

完成工事高 312,603 297,290

完成工事原価 289,200 274,691

完成工事総利益 23,402 22,599

販売費及び一般管理費 17,596 17,746

営業利益 5,805 4,852

営業外収益   

受取配当金 456 492

その他 527 495

営業外収益合計 983 988

営業外費用   

支払利息 113 152

その他 74 49

営業外費用合計 188 201

経常利益 6,601 5,639

特別利益   

固定資産売却益 12 －

投資有価証券売却益 44 －

特別利益合計 57 －

特別損失   

固定資産除却損 324 294

その他 680 11

特別損失合計 1,005 305

税金等調整前四半期純利益 5,653 5,333

法人税等 2,791 2,595

少数株主損益調整前四半期純利益 2,862 2,738

少数株主利益 162 171

四半期純利益 2,699 2,566
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,862 2,738

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,020 5,549

その他の包括利益合計 1,020 5,549

四半期包括利益 3,882 8,287

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,722 8,104

少数株主に係る四半期包括利益 159 183
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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）
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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３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部          

流動資産          

現金預金 43,482 32,827

受取手形・完成工事未収入金 86,488 65,742

有価証券 13,999 20,999

未成工事支出金 35,960 31,816

材料貯蔵品 2,799 5,512

その他 11,160 12,345

貸倒引当金 △288 △139

流動資産合計 193,602 169,105

固定資産          

有形固定資産          

土地 56,569 56,444

その他（純額） 22,557 21,397

有形固定資産合計 79,127 77,841

無形固定資産 1,498 1,601

投資その他の資産          

投資有価証券 36,517 45,059

その他 20,689 18,140

貸倒引当金 △4,007 △4,284

投資その他の資産合計 53,200 58,914

固定資産合計 133,825 138,357

資産合計 327,427 307,462
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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３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部          

流動負債          

支払手形・工事未払金 71,037 51,064

短期借入金 5,950 6,700

未払法人税等 673 900

未成工事受入金 20,648 18,019

工事損失引当金 4,998 3,964

その他の引当金 812 778

その他 14,945 13,442

流動負債合計 119,065 94,870

固定負債          

長期借入金 100 300

退職給付引当金 28,238 27,341

その他 12,550 12,348

固定負債合計 40,889 39,990

負債合計 159,954 134,860

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 151,328 151,031

自己株式 △512 △533

株主資本合計 167,326 167,007

評価・換算差額等          

その他有価証券評価差額金 7,013 12,529

土地再評価差額金 △6,867 △6,935

評価・換算差額等合計 146 5,594

純資産合計 167,472 172,601

負債純資産合計 327,427 307,462
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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３四半期累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日) 

完成工事高 284,792 267,407

完成工事原価 265,302 249,086

完成工事総利益 19,489 18,320

販売費及び一般管理費 15,000 14,828

営業利益 4,489 3,492

営業外収益          

受取配当金 489 523

その他 451 424

営業外収益合計 940 948

営業外費用          

支払利息 97 93

その他 63 32

営業外費用合計 161 126

経常利益 5,268 4,314

特別利益          

固定資産売却益 12 －

投資有価証券売却益 44 －

特別利益合計 57 －

特別損失          

固定資産除却損 319 289

投資有価証券評価損 650 －

その他 30 －

特別損失合計 999 289

税引前四半期純利益 4,326 4,025

法人税等 2,220 1,939

四半期純利益 2,106 2,086

㈱関電工(1942） 平成26年3月期 第3四半期決算短信

－11－



５．補足情報

【参考】個別業績の概要

（１）平成26年3月期第3四半期の個別業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

①個別経営成績（累計） （％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3四半期 305,888 0.2 267,407 △6.1 3,492 △22.2 4,314 △18.1 2,086 △1.0

25年3月期第3四半期 305,317 9.5 284,792 9.0 4,489 △2.8 5,268 △2.6 2,106 271.8

円　銭

26年3月期第3四半期

25年3月期第3四半期

②個別財政状態

百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期

25 年 3 月 期

③工事種別新規受注高（累計） （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 158,617 51.8 139,186 45.6 19,431 14.0 181,820 44.7

情 報 通 信 工 事 26,299 8.6 23,722 7.8 2,576 10.9 31,210 7.7

配 電 線 工 事 97,552 31.9 115,648 37.9 △18,096 △15.6 156,945 38.6

工 務 関 係 工 事 23,418 7.7 26,760 8.7 △3,341 △12.5 36,446 9.0

計 305,888 100.0 305,317 100.0 570 0.2 406,422 100.0

④得意先別新規受注高（累計） （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 110,767 36.2 137,129 44.9 △26,362 △19.2 183,884 45.2

一 般 得 意 先 195,120 63.8 168,187 55.1 26,933 16.0 222,538 54.8

計 305,888 100.0 305,317 100.0 570 0.2 406,422 100.0

10.31

10.21

総　資　産 純　資　産

(H25･4･1～H25･12･31) (H24･4･1～H24･12･31)

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

(H25･4･1～H25･12･31)

26年3月期第3四半期 25年3月期第3四半期

26年3月期第3四半期 25年3月期第3四半期
(H24･4･1～H24･12･31)

自己資本比率

25年3月期
(H24･4･1～H25･3･31)

増　　減

増　　減

307,462

327,427

172,601

167,472

(H24･4･1～H25･3･31)

56.1

51.1
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⑤工事種別完成工事高（累計） （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 126,919 47.4 130,257 45.7 △3,337 △2.6 187,387 46.1

情 報 通 信 工 事 23,990 9.0 22,388 7.9 1,602 7.2 31,507 7.8

配 電 線 工 事 94,346 35.3 112,594 39.5 △18,247 △16.2 156,900 38.6

工 務 関 係 工 事 22,150 8.3 19,552 6.9 2,597 13.3 30,591 7.5

計 267,407 100.0 284,792 100.0 △17,385 △6.1 406,386 100.0

⑥得意先別完成工事高（累計） （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 109,714 41.0 129,175 45.4 △19,460 △15.1 182,851 45.0

一 般 得 意 先 157,692 59.0 155,617 54.6 2,075 1.3 223,535 55.0

計 267,407 100.0 284,792 100.0 △17,385 △6.1 406,386 100.0

（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、対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通 期 393,000 △3.3 386,000 △5.0 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 196,000 49.9 191,000 49.5

情 報 通 信 工 事 35,000 8.9 33,000 8.5

配 電 線 工 事 130,000 33.1 130,000 33.7

工 務 関 係 工 事 32,000 8.1 32,000 8.3

計 393,000 100.0 386,000 100.0

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 152,000 38.7 152,000 39.4

一 般 得 意 先 241,000 61.3 234,000 60.6

計 393,000 100.0 386,000 100.0

(H25･4･1～H26･3･31)

予想数値については10月31日公表時点の数値

※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

新規受注高 完成工事高
(H25･4･1～H26･3･31) (H25･4･1～H26･3･31)

完成工事高
(H25･4･1～H26･3･31)

25年3月期
(H24･4･1～H25･3･31)

26年3月期第3四半期
(H25･4･1～H25･12･31)

26年3月期第3四半期
(H25･4･1～H25･12･31)

25年3月期第3四半期
増　　減

(H24･4･1～H24･12･31)

25年3月期
(H24･4･1～H25･3･31)

25年3月期第3四半期
増　　減

(H24･4･1～H24･12･31)
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