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1. 2022年3月期第2四半期の連結業績（2021年4月1日～2021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 ％

2022年3月期第2四半期 244,144 0.9 11,557 △14.4 12,593 △11.6 8,542 △11.6

2021年3月期第2四半期 241,943 △3.8 13,496 2.5 14,251 0.5 9,662 △5.5

（注）包括利益 2022年3月期第2四半期　　9,623百万円 （△42.5％） 2021年3月期第2四半期　　16,743百万円 （△2.0％）

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

2022年3月期第2四半期 41.68 ―

2021年3月期第2四半期 46.40 ―

(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 ％

2022年3月期第2四半期 652,006 498,937 76.4

2021年3月期 683,022 493,209 72.0

（参考）自己資本 2022年3月期第2四半期 497,924百万円 2021年3月期 492,056百万円

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

2021年3月期 ― 16.00 ― 19.00 35.00

2022年3月期 ― 17.50

2022年3月期（予想） ― 17.50 35.00

（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. 2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022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 548,000 △1.5 36,600 △14.8 38,700 △13.6 26,300 △18.7 128.33

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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.9「2.四半期連結財務諸表及び主な注記（4）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期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 ： 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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は、添付資料P.9「2.四半期連結財務諸表及び主な注記（4）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(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） 2022年3月期2Q 205,141,080 株 2021年3月期 205,141,080 株

② 期末自己株式数 2022年3月期2Q 195,018 株 2021年3月期 194,412 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期2Q 204,946,323 株 2021年3月期2Q 208,247,841 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の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因に
よりこれらの予想数値と異なる場合があります。



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 475,000 △2.4 32,000 △14.7 36,000 △13.3 25,000 △19.5 121.98

（参考）　個別業績予想

2022年3月期の個別業績予想（2021年4月1日～2022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個別業績予想からの修正の有無 ： 無
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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当社グループの業績につきましては、

完成工事高                      2,441億４千４百万円（前年同期比  0.9％増)

営業利益                          115億５千７百万円（前年同期比 14.4％減)

経常利益                          125億９千３百万円（前年同期比 11.6％減)

親会社株主に帰属する四半期純利益   85億４千２百万円（前年同期比 11.6％減)

となりました。完成工事高は前年同期実績を上回りましたが、各利益は前年同期実績を下回りました。また、2021

年４月28日に発表しました第２四半期連結業績予想に対して、完成工事高及び各利益は上回る結果となりました。

個別業績につきましては、

完成工事高                      2,147億７千３百万円（前年同期比  0.3％減）

営業利益                          114億６千６百万円（前年同期比  8.4％減）

経常利益                          145億２千７百万円（前年同期比  6.3％減）

四半期純利益                      107億２千７百万円（前年同期比  5.1％減）

となりました。完成工事高及び各利益は、前年同期実績を下回りました。また、2021年４月28日に発表しました第

２四半期個別業績予想に対して、完成工事高及び各利益は上回る結果となりました。

（個別の完成工事高）

完成工事高は、前年同期より６億２千４百万円減少し、2,147億７千３百万円(前年同期比0.3％減)となりまし

た。

得意先別は、関西電力㈱（関西電力送配電㈱を含む）が前年同期より２億７千６百万円減少し334億１千８百万

円（前年同期比0.8％減）、関西電力グループが前年同期より24億２千５百万円増加し104億２千７百万円（前年同

期比30.3％増）となり、一般得意先は前年同期より27億７千４百万円減少し1,709億２千６百万円（前年同期比

1.6％減）となりました。

工事種別は、配電工事が前年同期より５億３千７百万円増加し300億５千４百万円（前年同期比1.8％増）、一般

電気工事が前年同期より１億２千６百万円減少し1,335億８千８百万円（前年同期比0.1％減）、情報通信工事が前

年同期より15億７千７百万円増加し230億５千７百万円（前年同期比7.3％増）、環境関連工事が前年同期より５億

２千８百万円減少し163億４百万円（前年同期比3.1％減）、電力その他工事が前年同期より20億８千４百万円減少

し117億６千８百万円（前年同期比15.0％減）となりました。配電工事の増加の主な要因は、関西電力送配電㈱の

工事量が増加したこと、一般電気工事がほぼ同水準となった主な要因は、商業・娯楽施設や教育・文化施設、工場

等が減少したものの事務所ビルや物流施設等が増加したこと、情報通信工事の増加の主な要因は、携帯電話関連や

ＣＡＴＶ設備等が増加したこと、環境関連工事の減少の主な要因は、事務所ビル等が増加したものの商業・娯楽施

設や保健・医療施設等が減少したこと、電力その他工事の減少の主な要因は、発・変電所工事等が減少したことに

よります。

（個別の受注工事高）

受注工事高は前年同期より77億６千７百万円増加し2,730億６千３百万円(前年同期比2.9％増)となりました。

得意先別は、関西電力㈱（関西電力送配電㈱を含む）が前年同期より22億３千７百万円増加し358億４千４百万

円（前年同期比6.7％増）、関西電力グループが前年同期より37億６千６百万円増加し126億６千８百万円（前年同

期比42.3％増）となり、一般得意先は前年同期より17億６千３百万円増加し2,245億５千万円（前年同期比0.8％

増）となりました。

工事種別は、配電工事が前年同期より20億１千万円増加し325億４千８百万円（前年同期比6.6％増）、一般電気

工事が前年同期より11億２千３百万円減少し1,731億５千８百万円（前年同期比0.6％減）、情報通信工事が前年同

期より32億３千２百万円増加し317億６千２百万円（前年同期比11.3％増）、環境関連工事が前年同期より74億９

千８百万円増加し281億９百万円（前年同期比36.4％増）、電力その他工事が前年同期より38億５千万円減少し74

億８千３百万円（前年同期比34.0％減）となりました。配電工事の増加の主な要因は、関西電力送配電㈱の工事量

が増加したこと、一般電気工事の減少の主な要因は、保健・医療施設や教育・文化施設等が増加したものの商業・

娯楽施設や物流施設等が減少したこと、情報通信工事の増加の主な要因は、ＣＡＴＶ設備等が増加したこと、環境

関連工事の増加の主な要因は、商業・娯楽施設や物流施設等が増加したこと、電力その他工事の減少の主な要因

は、発・変電所工事等が減少したことによります。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末と比べ442億４千８百万円減少し、3,899億８千１百万円（前年度末比10.2％減）

となりました。減少の主なものは、受取手形・完成工事未収入金等で、売上債権の回収が順調に進んだことが要因

です。手元資金（現金及び現金同等物）は、50億４千３百万円増加し、1,741億９千万円となりました。手元資金

の増加は、売上債権の回収等が仕入債務や税金、配当金の支払い等を上回ったことが主な要因です。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ132億３千１百万円増加し、2,620億２千４百万円（前年度末比5.3％増）

となりました。有形固定資産は、３億２千７百万円増加し、989億９千万円となりました。新規取得及び除売却に

特に大きなものはありません。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ85億５百万円増加し、1,537億２千

１百万円となりました。長期預け金の増加が主な要因です。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ310億１千６百万円減少し、6,520億６百万円（前年度末比

4.5％減）となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比べ375億４千８百万円減少し、1,246億７千６百万円（前年度末比23.1％減）

となりました。減少の主な要因は、材料費等の仕入債務の支払いが進んだことによる支払手形・工事未払金等の減

少と法人税等の支払いによる未払法人税等の減少によります。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ８億３百万円増加し、283億９千１百万円（前年度末比2.9％増）となりま

した。

これらの結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ367億４千５百万円減少し、1,530億６千８百万円（前年度

末比19.4％減）となりました。

（純資産）

株主資本は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による増加、株主配当による減少等の結果、前連結会計

年度末と比べ46億４千７百万円増加し、4,536億８千５百万円となりました。その他の包括利益累計額は、その他

有価証券評価差額金や為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度末と比べ12億２千万円増加し、442億３

千９百万円となりました。

また、非支配株主持分は10億１千３百万円となりました。

これらの結果、純資産は、前連結会計年度末に比べ57億２千８百万円増加し、4,989億３千７百万円（前年度末

比1.2％増）となりました。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末より4.4ポイント上昇し、76.4％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

当期の連結業績予想につきましては、現時点ではほぼ計画通り推移しており、2021年４月28日に発表しました予

想に変更はありません。

（４）その他

当社は、2021年７月30日に、株式会社フジクラエンジニアリング（企業結合後の名称は株式会社ＦＥＮ）の発行

済株式の全てを取得し、当第２四半期連結会計期間より連結子会社としています。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 42,422 42,865

受取手形・完成工事未収入金等 208,982 159,857

有価証券 136,409 141,608

未成工事支出金 18,012 27,131

材料貯蔵品 2,440 1,952

預け金 20,000 10,000

その他 6,949 7,595

貸倒引当金 △987 △1,030

流動資産合計 434,229 389,981

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 96,597 97,363

機械・運搬具 40,596 41,651

工具器具・備品 11,730 11,955

土地 58,109 58,196

建設仮勘定 180 527

減価償却累計額 △108,553 △110,704

有形固定資産合計 98,662 98,990

無形固定資産 4,915 9,313

投資その他の資産

投資有価証券 133,796 131,830

長期預け金 － 10,000

退職給付に係る資産 5,711 6,102

繰延税金資産 992 1,154

その他 5,582 5,478

貸倒引当金 △866 △844

投資その他の資産合計 145,215 153,721

固定資産合計 248,793 262,024

資産合計 683,022 652,006

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
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 73,889 57,962

短期借入金 16,589 15,920

未払法人税等 11,638 5,142

未成工事受入金 16,694 21,418

工事損失引当金 1,483 1,500

完成工事補償引当金 567 730

役員賞与引当金 207 －

その他 41,155 22,000

流動負債合計 162,225 124,676

固定負債

長期借入金 59 65

繰延税金負債 6,887 6,908

役員退職慰労引当金 224 209

退職給付に係る負債 20,167 20,955

その他 249 251

固定負債合計 27,588 28,391

負債合計 189,813 153,068

純資産の部

株主資本

資本金 26,411 26,411

資本剰余金 29,147 29,147

利益剰余金 393,785 398,434

自己株式 △307 △308

株主資本合計 449,037 453,685

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 42,914 43,238

為替換算調整勘定 △1,351 △622

退職給付に係る調整累計額 1,456 1,622

その他の包括利益累計額合計 43,018 44,239

非支配株主持分 1,152 1,013

純資産合計 493,209 498,937

負債純資産合計 683,022 652,006
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（単位：百万円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

完成工事高 241,943 244,144

完成工事原価 200,877 204,082

完成工事総利益 41,066 40,062

販売費及び一般管理費 27,570 28,504

営業利益 13,496 11,557

営業外収益

受取利息 122 98

受取配当金 942 939

その他 316 294

営業外収益合計 1,380 1,331

営業外費用

支払利息 148 83

撤去費用 37 60

その他 439 151

営業外費用合計 625 295

経常利益 14,251 12,593

特別利益

投資有価証券売却益 739 650

その他 2 31

特別利益合計 741 681

特別損失

減損損失 2 13

投資有価証券評価損 1 7

その他 20 6

特別損失合計 23 27

税金等調整前四半期純利益 14,968 13,247

法人税等 5,354 4,863

四半期純利益 9,614 8,383

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △48 △158

親会社株主に帰属する四半期純利益 9,662 8,542

（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）
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（単位：百万円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純利益 9,614 8,383

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7,245 324

為替換算調整勘定 △297 748

退職給付に係る調整額 181 166

その他の包括利益合計 7,128 1,239

四半期包括利益 16,743 9,623

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 16,823 9,763

非支配株主に係る四半期包括利益 △80 △139

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021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利益 14,968 13,247

減価償却費 2,742 3,216

貸倒引当金の増減額（△は減少） △296 14

工事損失引当金の増減額（△は減少） 195 17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 280 599

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △178 △243

受取利息及び受取配当金 △1,064 △1,037

支払利息 148 83

投資有価証券評価損益（△は益） 1 7

固定資産除売却損益（△は益） 4 △7

売上債権の増減額（△は増加） 54,410 49,956

未成工事支出金の増減額（△は増加） △9,159 △8,753

仕入債務の増減額（△は減少） △30,691 △16,397

未成工事受入金の増減額（△は減少） 9,477 4,449

その他 △17,030 △20,195

小計 23,808 24,957

利息及び配当金の受取額 1,253 1,219

利息の支払額 △148 △83

法人税等の支払額 △11,834 △11,345

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,080 14,748

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 △1,454 △2,440

定期預金の払戻による収入 2,038 3,147

預け金の預入による支出 － △10,000

預け金の払戻による収入 － 10,000

投資有価証券の取得による支出 △5,214 △4,709

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による

収入
4,725 6,490

固定資産の取得による支出 △2,054 △2,965

固定資産の売却による収入 1 129

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
－ △4,550

その他 △565 △441

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,523 △5,339

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） 28 △674

非支配株主からの払込みによる収入 － 0

自己株式の取得による支出 △8,601 △1

配当金の支払額 △3,594 △3,893

非支配株主への配当金の支払額 △5 △0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
△1 －

その他 △78 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,252 △4,651

現金及び現金同等物に係る換算差額 △215 286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,910 5,043

現金及び現金同等物の期首残高 149,008 169,146

現金及び現金同等物の四半期末残高 147,097 174,190

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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）

（税金費用算定方法）

税金費用の算定については、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する方法を採

用しています。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。

これにより、一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の進捗度を合理的に見積ることがで

きる場合は、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し（進捗度の見積りは原価比例法）、進捗度を

合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合

は、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、原価回収基準を適用しています。

また、契約における取引開始日から、完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事

契約は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。

この結果、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はなく、利益剰余金の当期首残高への影響もありま

せん。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響

はありません。
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（追加情報）

（表示方法の変更）

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間において独立掲記していた営業外費用の「為替差損」及び「支払補償費」は、

金額的重要性が乏しくなったため、第１四半期連結累計期間より営業外費用の「その他」に含めて表示する

こととしました。また、前第２四半期連結累計期間において営業外費用の「その他」に含めていた「撤去費

用」は、金額的重要性が増したため、第１四半期連結累計期間より営業外費用の「撤去費用」として独立掲

記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の四半期連結財

務諸表の組替えを行っています。

この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、営業外費用の「為替差損」に表

示していた142百万円、「支払補償費」に表示していた147百万円及び「その他」に表示していた186百万円

は、営業外費用の「撤去費用」37百万円及び「その他」439百万円として組み替えています。

前第２四半期連結累計期間において独立掲記していた特別損失の「固定資産除却損」及び「会員権評価

損」は、金額的重要性が乏しくなったため、第１四半期連結累計期間より特別損失の「その他」に含めて表

示することとしました。また、前第２四半期連結累計期間において特別損失の「その他」に含めていた「減

損損失」及び「投資有価証券評価損」は、金額的重要性が増したため、「減損損失」及び「投資有価証券評

価損」として独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計

期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っています。

この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、特別損失の「固定資産除却損」

に表示していた６百万円、「会員権評価損」に表示していた11百万円及び「その他」に表示していた６百万

円は、特別損失の「減損損失」２百万円、「投資有価証券評価損」１百万円及び「その他」20百万円として

組み替えています。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間において、独立掲記していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有価

証券の売却及び償還による収入」及び「投資有価証券の売却及び償還による収入」は簡潔明瞭な表示にする

ため、当第２四半期連結累計期間より「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有価証券及び投資有価証

券の売却及び償還による収入」として表示することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前

第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っています。

この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によ

るキャッシュ・フロー」に表示していた「有価証券の売却及び償還による収入」3,502百万円及び「投資有

価証券の売却及び償還による収入」1,223百万円は、「有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収

入」4,725百万円として組み替えています。
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（単位：百万円）

前事業年度

(2021年３月31日)

当第２四半期会計期間

(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 16,497 16,031

受取手形 1,882 1,647

電子記録債権 23,715 14,777

完成工事未収入金 158,411 125,415

有価証券 136,409 141,608

未成工事支出金 15,946 22,814

材料貯蔵品 1,505 1,273

預け金 20,000 10,000

その他 4,055 3,534

貸倒引当金 △661 △618

流動資産合計 377,763 336,484

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 86,166 86,722

機械・運搬具 23,547 24,448

工具器具・備品 9,683 9,633

土地 55,900 55,887

建設仮勘定 144 487

減価償却累計額 △89,389 △90,634

有形固定資産合計 86,054 86,544

無形固定資産

借地権 116 116

電話加入権 136 136

ソフトウエア 2,367 2,334

無形固定資産合計 2,620 2,587

投資その他の資産

投資有価証券 126,791 124,764

関係会社株式 9,366 15,509

関係会社出資金 3,267 3,267

長期預け金 － 10,000

長期貸付金 108 107

関係会社長期貸付金 10,537 10,539

破産更生債権等 － 9

長期前払費用 90 74

前払年金費用 1,627 1,871

その他 3,364 3,247

貸倒引当金 △798 △780

投資その他の資産合計 154,355 168,610

固定資産合計 243,030 257,741

資産合計 620,793 594,226

３．（参考）個別財務諸表

（１）四半期個別貸借対照表
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（単位：百万円）

前事業年度

(2021年３月31日)

当第２四半期会計期間

(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 1,470 1,450

工事未払金 62,859 49,339

短期借入金 14,760 14,810

未払金 10,700 7,349

未払費用 15,821 10,892

未払法人税等 11,136 4,672

未成工事受入金 13,200 16,213

工事損失引当金 1,483 1,500

完成工事補償引当金 256 425

役員賞与引当金 81 －

その他 10,466 1,700

流動負債合計 142,235 108,354

固定負債

繰延税金負債 5,890 5,966

退職給付引当金 16,504 16,750

その他 1,140 1,051

固定負債合計 23,534 23,768

負債合計 165,770 132,123

純資産の部

株主資本

資本金 26,411 26,411

資本剰余金

資本準備金 29,657 29,657

資本剰余金合計 29,657 29,657

利益剰余金

利益準備金 6,602 6,602

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 326 326

別途積立金 313,400 313,400

繰越利益剰余金 37,092 43,925

利益剰余金合計 357,421 364,255

自己株式 △307 △308

株主資本合計 413,182 420,015

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 41,840 42,087

評価・換算差額等合計 41,840 42,087

純資産合計 455,023 462,103

負債純資産合計 620,793 594,226
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（単位：百万円）

前第２四半期累計期間

(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

当第２四半期累計期間

(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

完成工事高 215,397 214,773

完成工事原価 179,813 179,768

完成工事総利益 35,584 35,004

販売費及び一般管理費 23,070 23,538

営業利益 12,513 11,466

営業外収益

　受取利息及び配当金 3,322 3,095

　その他 188 176

　営業外収益合計 3,510 3,272

営業外費用

　支払利息 113 76

　その他 410 135

　営業外費用合計 524 211

経常利益 15,499 14,527

特別利益 741 680

特別損失 15 34

税引前四半期純利益 16,224 15,173

法人税等 4,916 4,445

四半期純利益 11,308 10,727

（２）四半期個別損益計算書

　　（第２四半期累計期間）

　（注）開示した四半期個別財務諸表は、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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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 ％

2022年３月期第２四半期 214,773 △0.3 11,466 △8.4 14,527 △6.3 10,727 △5.1

2021年３月期第２四半期 215,397 △3.6 12,513 8.8 15,499 2.0 11,308 △4.4

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

2022年３月期第２四半期 52.34 －

2021年３月期第２四半期 54.30 －

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円　銭

2022年３月期第２四半期 594,226 462,103 77.8 2,254.76

2021年３月期 620,793 455,023 73.3 2,220.21

４．（参考）個別業績の概要

（１）2022年３月期第２四半期の個別業績（2021年４月１日～2021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）

　　②個別財政状態

（参考）  自己資本  2022年３月期第２四半期   462,103百万円      2021年３月期  455,023百万円
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項　　目

前第２四半期累計期間

（自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日）

当第２四半期累計期間

（自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日）

増　減（△）

期 首 手 持 工 事 高 361,521 382,038 20,516

期 中 受 注 工 事 高 265,295 273,063 7,767

合　       　　計 626,817 655,101 28,283

内 完 成 工 事 高 215,397 214,773 △624

差 引 手 持 工 事 高 411,419 440,327 28,908

得　意　先

前第２四半期累計期間

（自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日）

当第２四半期累計期間

（自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日）

増　減（△）

金　額 ％ 金　額 ％ 金　額  ％

関 西 電 力 ㈱ 33,607 12.7 35,844 13.1 2,237 6.7

関 西 電 力 グ ル ー プ 8,901 3.3 12,668 4.7 3,766 42.3

一 般 得 意 先 222,786 84.0 224,550 82.2 1,763 0.8

合　　　　　計 265,295 100.0 273,063 100.0 7,767 2.9

得　意　先

前第２四半期累計期間

（自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日）

当第２四半期累計期間

（自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日）

増　減（△）

金　額 ％ 金　額 ％ 金　額  ％

関 西 電 力 ㈱ 33,694 15.7 33,418 15.6 △276 △0.8

関 西 電 力 グ ル ー プ 8,002 3.7 10,427 4.8 2,425 30.3

一 般 得 意 先 173,700 80.6 170,926 79.6 △2,774 △1.6

合　　　　　計 215,397 100.0 214,773 100.0 △624 △0.3

　（２）受注工事高、完成工事高及び手持工事高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

（３）得意先別受注工事高及び完成工事高

　　①受注工事高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

    ②完成工事高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
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工　事　種　別

前第２四半期累計期間

（自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日）

当第２四半期累計期間

（自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日）

増　減（△）

金　額 ％ 金　額 ％ 金　額  ％

配 電 工 事 30,538 11.5 32,548 11.9 2,010 6.6

一 般 電 気 工 事 174,282 65.7 173,158 63.4 △1,123 △0.6

情 報 通 信 工 事 28,529 10.7 31,762 11.6 3,232 11.3

環 境 関 連 工 事 20,610 7.8 28,109 10.3 7,498 36.4

電 力 そ の 他 工 事 11,334 4.3 7,483 2.8 △3,850 △34.0

合　　　　　計 265,295 100.0 273,063 100.0 7,767 2.9

工　事　種　別

前第２四半期累計期間

（自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日）

当第２四半期累計期間

（自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日）

増　減（△）

金　額 ％ 金　額 ％ 金　額  ％

配 電 工 事 29,516 13.7 30,054 14.0 537 1.8

一 般 電 気 工 事 133,715 62.1 133,588 62.2 △126 △0.1

情 報 通 信 工 事 21,480 10.0 23,057 10.7 1,577 7.3

環 境 関 連 工 事 16,832 7.8 16,304 7.6 △528 △3.1

電 力 そ の 他 工 事 13,853 6.4 11,768 5.5 △2,084 △15.0

合　　　　　計 215,397 100.0 214,773 100.0 △624 △0.3

工　事　種　別

前第２四半期末

（2020年９月30日）

当第２四半期末

（2021年９月30日）
増　減（△）

金　額 ％ 金　額 ％ 金　額  ％

配 電 工 事 10,622 2.6 12,146 2.8 1,523 14.3

一 般 電 気 工 事 313,471 76.2 325,971 74.0 12,500 4.0

情 報 通 信 工 事 22,689 5.5 25,318 5.7 2,628 11.6

環 境 関 連 工 事 30,164 7.3 40,989 9.3 10,824 35.9

電 力 そ の 他 工 事 34,471 8.4 35,901 8.2 1,430 4.2

合　　　　　計 411,419 100.0 440,327 100.0 28,908 7.0

（４）工事種別受注工事高及び完成工事高

　　①受注工事高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　②完成工事高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　（単位：百万円）

（５）工事種別手持工事高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
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得　意　先
受注工事高 完成工事高

金　額 ％ 金　額 ％

関 西 電 力 ㈱ 69,000 14.1 71,000 14.9

関 西 電 力 グ ル ー プ 13,000 2.6 18,000 3.8

一 般 得 意 先 408,000 83.3 386,000 81.3

合　　　　　計 490,000 100.0 475,000 100.0

工　事　種　別
受注工事高 完成工事高

金　額 ％ 金　額 ％

配 電 工 事 64,000 13.1 64,000 13.5

一 般 電 気 工 事 301,500 61.5 297,000 62.5

情 報 通 信 工 事 54,500 11.1 53,000 11.1

環 境 関 連 工 事 40,000 8.2 35,000 7.4

電 力 そ の 他 工 事 30,000 6.1 26,000 5.5

合　　　　　計 490,000 100.0 475,000 100.0

（６）2022年３月期（2021年４月１日～2022年３月31日）受注工事高及び完成工事高予想

　　①得意先別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　②工事種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　（注）１．（３）、（６）の関西電力㈱には2020年度より関西電力送配電㈱を含んでいます。

２．（６）の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因に

よりこれらの予想数値と異なる場合があります。

以　　上
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