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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 180,101 △8.1 11,244 △18.6 12,533 △17.4 8,286 △20.9

2020年３月期第２四半期 195,870 18.6 13,820 27.0 15,179 22.1 10,471 30.7
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 9,193百万円( △3.7％) 2020年３月期第２四半期 9,550百万円( 6.7％)

　

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

2021年３月期第２四半期 116.97 ―

2020年３月期第２四半期 147.47 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 338,304 203,063 59.5

2020年３月期 368,482 197,442 53.1
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 201,268百万円 2020年３月期 195,611百万円
　

　　

２．配当の状況

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

2020年３月期 ― 50.00 ― 50.00 100.00

2021年３月期 ― 50.00

2021年３月期(予想) ― 50.00 100.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 413,000 △3.7 32,000 △11.2 34,000 △12.0 22,500 △14.3 317.59
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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.7「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

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

　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期２Ｑ 70,864,961株 2020年３月期 70,864,961株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 18,920株 2020年３月期 18,870株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 70,846,064株 2020年３月期２Ｑ 71,008,406株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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P.2「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間の経営環境は、感染症の拡大防止と企業活動の回復を求められる、前例のない状況で

推移致しました。受注においては、コロナ禍を反映したお客様の設備投資先送りや計画見直しを受け、競争環境は

厳しさを増しつつあります。施工においては、感染予防を徹底する中で、工期厳守を念頭においた進捗管理が必要

となりました。

　このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の経営成績は、次のとおりとなりました。

受注高は、168,114百万円（前年同四半期比13.4％減）となりました。地域密着営業に注力したものの、主に製造

業やサービス業の設備投資先送りに伴い減少しました。

売上高は、180,101百万円（前年同四半期比8.1％減）となりました。前年同四半期は、竣工を控えた大型案件が

大きく進捗したためその反動減によるものです。

営業利益は、11,244百万円（前年同四半期比18.6％減）となりました。売上高の減少に加え、前年度末の工程逼

迫を受け利益率を引き下げた一部の大型案件を引き渡したことによるものです。

また、経常利益は12,533百万円（前年同四半期比17.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、8,286百万

円（前年同四半期比20.9％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産合計は、受取手形・完成工事未収入金等の売掛債権の回収などから、前連結会計年度末に比べ30,177百万円

減少（8.2％減）し、338,304百万円となりました。

負債合計は、支払手形・工事未払金等の仕入債務の決済などから、前連結会計年度末に比べ35,798百万円減少

（20.9％減）し、135,240百万円となりました。

純資産合計は、配当金の支払による利益剰余金の減少があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計

上やその他有価証券評価差額金の増加などから、前連結会計年度末に比べ5,621百万円増加（2.8％増）し、203,063

百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年７月31日の決算発表時に公表しました業績予想からの変更はありません。

　損益については概ね計画通りに進捗しており、今後も大型案件を中心に工程管理と利益率の改善に努めます。受

注については、通期計画に対する進捗の遅れを取り戻すべく受注活動を推し進め、中期経営計画・来期以降の損益

計画の達成を目指します。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 55,851 60,443

受取手形・完成工事未収入金等 139,746 94,415

有価証券 1,007 1,049

未成工事支出金 7,285 10,905

商品 1,527 1,307

材料貯蔵品 1,145 8,386

その他 9,723 9,683

貸倒引当金 △18 △18

流動資産合計 216,269 186,171

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 32,288 32,558

土地 28,911 28,890

その他（純額） 21,425 20,435

有形固定資産合計 82,625 81,884

無形固定資産

のれん 182 121

その他 1,465 1,521

無形固定資産合計 1,648 1,643

投資その他の資産

投資有価証券 56,030 57,527

長期貸付金 1,209 1,163

退職給付に係る資産 847 473

繰延税金資産 6,539 6,151

その他 4,844 4,854

貸倒引当金 △1,534 △1,566

投資その他の資産合計 67,938 68,604

固定資産合計 152,212 152,132

資産合計 368,482 338,304
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 73,584 48,972

電子記録債務 27,894 22,060

短期借入金 1,799 2,287

未払法人税等 6,257 4,432

未成工事受入金 23,440 21,478

工事損失引当金 12 24

その他 9,734 10,456

流動負債合計 142,723 109,712

固定負債

長期借入金 11,890 11,069

リース債務 3,016 2,996

役員退職慰労引当金 337 277

退職給付に係る負債 10,714 8,902

その他 2,357 2,282

固定負債合計 28,316 25,528

負債合計 171,039 135,240

純資産の部

株主資本

資本金 12,561 12,561

資本剰余金 12,982 12,987

利益剰余金 177,642 182,373

自己株式 △8 △8

株主資本合計 203,179 207,913

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 745 1,469

繰延ヘッジ損益 △540 △566

為替換算調整勘定 212 115

退職給付に係る調整累計額 △7,985 △7,663

その他の包括利益累計額合計 △7,567 △6,645

非支配株主持分 1,831 1,795

純資産合計 197,442 203,063

負債純資産合計 368,482 338,304
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高

完成工事高 184,102 173,521

その他の事業売上高 11,768 6,580

売上高合計 195,870 180,101

売上原価

完成工事原価 160,076 152,031

その他の事業売上原価 9,468 4,699

売上原価合計 169,545 156,731

売上総利益

完成工事総利益 24,025 21,489

その他の事業総利益 2,299 1,880

売上総利益合計 26,324 23,369

販売費及び一般管理費 12,504 12,125

営業利益 13,820 11,244

営業外収益

受取利息 33 48

受取配当金 381 508

持分法による投資利益 275 254

投資事業組合運用益 496 427

受取賃貸料 160 160

その他 276 201

営業外収益合計 1,625 1,601

営業外費用

支払利息 186 208

割増退職金 4 35

その他 75 67

営業外費用合計 266 311

経常利益 15,179 12,533

特別利益

固定資産売却益 2 2

投資有価証券売却益 - 3

特別利益合計 2 6

特別損失

固定資産処分損 70 95

投資有価証券売却損 0 22

投資有価証券評価損 8 110

特別損失合計 78 228

税金等調整前四半期純利益 15,102 12,311

法人税等 4,657 4,027

四半期純利益 10,444 8,284

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △27 △2

親会社株主に帰属する四半期純利益 10,471 8,286
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 10,444 8,284

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △939 724

繰延ヘッジ損益 △29 -

為替換算調整勘定 △41 △112

退職給付に係る調整額 220 322

持分法適用会社に対する持分相当額 △103 △25

その他の包括利益合計 △894 908

四半期包括利益 9,550 9,193

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 9,583 9,208

非支配株主に係る四半期包括利益 △33 △15
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（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）

該当事項はありません。

　

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（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２四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。

３．参考

個別業績の概要

　 (百万円未満切捨て)

2021年３月期第２四半期の個別業績 (2020年４月１日～2020年９月30日)

(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 ％

2021年３月期第２四半期 159,691 △5.0 9,307 △24.9 10,724 △23.3 7,515 △19.6

2020年３月期第２四半期 168,072 17.8 12,390 38.0 13,983 31.7 9,342 36.5

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

2021年３月期第２四半期 106.05 ―

2020年３月期第２四半期 131.53 ―

(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 ％

2021年３月期第２四半期 307,382 175,875 57.2

2020年３月期 328,909 171,239 52.1

（注）参考として開示した個別業績の概要は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。
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４．補足情報

（１）連結業績の部門別・得意先別内訳

　①売上高

期 別

部門別

前年同四半期連結累計期間

(2019.4～2019.9)

当四半期連結累計期間

(2020.4～2020.9)
比較増減

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

配電線工事 23,649 12.1 22,588 12.5 △1,060 △4.5

屋内線工事 99,324 50.7 94,867 52.7 △4,457 △4.5

空調管工事 61,128 31.2 56,065 31.1 △5,063 △8.3

設備工事業計 184,102 94.0 173,521 96.3 △10,581 △5.7

その他の事業 11,768 6.0 6,580 3.7 △5,187 △44.1

合計 195,870 100 180,101 100 △15,768 △8.1

②工事受注高

期 別

部門別

前年同四半期連結累計期間

(2019.4～2019.9)

当四半期連結累計期間

(2020.4～2020.9)
比較増減

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

配電線工事 24,607 12.7 22,824 13.6 △1,782 △7.2

屋内線工事 97,315 50.1 86,791 51.6 △10,524 △10.8

空調管工事 72,162 37.2 58,498 34.8 △13,663 △18.9

合計 194,086 100 168,114 100 △25,971 △13.4

③期末手持工事高

期 別

部門別

前年同四半期連結会計期間

(2019.9)

当四半期連結会計期間

(2020.9)
比較増減

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

配電線工事 1,798 0.5 1,750 0.4 △47 △2.7

屋内線工事 223,817 62.4 323,875 73.1 100,058 44.7

空調管工事 133,312 37.1 117,429 26.5 △15,882 △11.9

合計 358,928 100 443,055 100 84,127 23.4

④得意先別工事売上高

期 別

得意先

前年同四半期連結累計期間

(2019.4～2019.9)

当四半期連結累計期間

(2020.4～2020.9)
比較増減

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

九州電力グループ※ 23,352 12.7 22,247 12.8 △1,104 △4.7

一般得意先 160,749 87.3 151,273 87.2 △9,476 △5.9

合計 184,102 100 173,521 100 △10,581 △5.7

⑤得意先別工事受注高

期 別

得意先

前年同四半期連結累計期間

(2019.4～2019.9)

当四半期連結累計期間

(2020.4～2020.9)
比較増減

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

九州電力グループ※ 24,038 12.4 22,761 13.5 △1,277 △5.3

一般得意先 170,047 87.6 145,353 86.5 △24,694 △14.5

合計 194,086 100 168,114 100 △25,971 △13.4

⑥通期（2021年3月期）の売上高・工事受注高の予想

部門別 売上高(百万円) 工事受注高(百万円)

配電線工事 45,900 44,600

屋内線工事 230,400 204,700

空調管工事 121,700 125,500

設備工事業計 398,000 374,800

その他の事業 15,000

合計 413,000

※九州電力グループ：九州電力㈱、九州電力送配電㈱



株式会社九電工(1959) 2021年３月期 第２四半期決算短信

－9－

（２）個別業績の部門別・得意先別内訳

　①売上高

期 別

部門別

前年同四半期(2019.4～2019.9) 当四半期(2020.4～2020.9) 比較増減

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

配電線工事 22,819 13.6 21,644 13.6 △1,174 △5.1

屋内線工事 92,641 55.1 89,012 55.7 △3,628 △3.9

空調管工事 50,003 29.8 46,632 29.2 △3,371 △6.7

計 165,464 98.5 157,289 98.5 △8,174 △4.9

兼業事業売上高 2,607 1.5 2,401 1.5 △206 △7.9

合計 168,072 100 159,691 100 △8,381 △5.0

②工事受注高

期 別

部門別

前年同四半期(2019.4～2019.9) 当四半期(2020.4～2020.9) 比較増減

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

配電線工事 23,459 14.0 21,643 15.0 △1,815 △7.7

屋内線工事 88,014 52.4 77,404 53.5 △10,609 △12.1

空調管工事 56,510 33.6 45,487 31.5 △11,023 △19.5

合計 167,984 100 144,535 100 △23,448 △14.0

③期末手持工事高

期 別

部門別

前年同四半期末(2019.9) 当四半期末(2020.9) 比較増減

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

配電線工事 1,211 0.4 1,002 0.2 △209 △17.3

屋内線工事 210,432 66.1 309,821 76.8 99,389 47.2

空調管工事 106,433 33.5 92,716 23.0 △13,717 △12.9

合計 318,077 100 403,540 100 85,462 26.9

④得意先別工事売上高

期 別

得意先

前年同四半期(2019.4～2019.9) 当四半期(2020.4～2020.9) 比較増減

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

九州電力グループ※ 22,681 13.7 21,600 13.7 △1,080 △4.8

一般得意先 142,783 86.3 135,689 86.3 △7,094 △5.0

合計 165,464 100 157,289 100 △8,174 △4.9

⑤得意先別工事受注高

期 別

得意先

前年同四半期(2019.4～2019.9) 当四半期(2020.4～2020.9) 比較増減

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

九州電力グループ※ 23,145 13.8 21,852 15.1 △1,292 △5.6

一般得意先 144,839 86.2 122,683 84.9 △22,155 △15.3

合計 167,984 100 144,535 100 △23,448 △14.0

※九州電力グループ：九州電力㈱、九州電力送配電㈱


