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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 48,369 6.3 △16 ― 1,374 ― △197 ―

24年3月期第2四半期 45,523 △5.6 △2,291 ― △1,516 ― △3,053 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 265百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △4,443百万円 （―％）

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 △3.35 ―

24年3月期第2四半期 △51.97 ―

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 206,080 175,617 84.7
24年3月期 216,241 175,932 80.8

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  174,478百万円 24年3月期  174,758百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年3月期 ― 10.00

25年3月期（予想） ― 10.00 20.00

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 119,000 7.9 2,100 ― 4,200 125.9 1,900 ― 32.34



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 65,138,117 株 24年3月期 65,138,177 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 6,382,168 株 24年3月期 6,381,998 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 58,756,065 株 24年3月期2Q 58,757,043 株



  

 

 
(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

平成25年３月期の個別業績予想（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)

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 109,000 8.7 2,100 ― 5,000 154.0 2,800 ― 47. 65
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興関連需要などから国内需要が底堅く推移してき

たものの、長期化する欧州債務危機や中国経済の減速などを背景に、景気は回復の動きに足踏みが見られ

ました。 

建設業界におきましては、復興関連を中心に公共投資が堅調に推移し、また民間設備投資はエネルギー

関連の投資もあって緩やかな増加基調にあるものの、熾烈な受注・価格競争が続く厳しい状況で推移しま

した。 

このような状況のもとで、当社グループは、環境・省エネ・省コスト関連のリニューアル工事や新エネ

ルギー関連工事の提案営業を強化するなど積極的な営業活動の展開と、工事採算性の向上に向けた原価低

減の一層の徹底に取り組んでまいりました。 

この結果、売上高は前年同期に比較して増加し、483億６千９百万円（前年同期比6.3％増）となりまし

た。 

営業利益は売上高が増加したことに加えて、工事採算性も向上したことなどにより、前年同期に比較し

て22億７千５百万円改善し、１千６百万円の損失（前年同期は営業損失22億９千１百万円）、経常利益は

財務収益などを加えて13億７千４百万円（前年同期は経常損失15億１千６百万円）となりました。 

また、四半期純利益は営業利益が改善したものの、時価が著しく下落した投資有価証券の評価損を特別

損失として計上したことなどにより、１億９千７百万円の損失（前年同期は四半期純損失30億５千３百万

円）となりました。 

  

総資産は2,060億８千万円となり、前連結会計年度末に比べ101億６千１百万円の減少となりました。主

なものは、投資有価証券の増加41億９千４百万円、現金預金の増加34億３千８百万円、受取手形・完成工

事未収入金等の減少136億３百万円、有価証券の減少28億５千万円、繰延税金資産の減少９億４千８百万

円であります。 

負債は304億６千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ98億４千５百万円の減少となりました。主

なものは、支払手形・工事未払金等の減少59億２千６百万円、退職給付引当金の減少20億４千１百万円で

あります。 

純資産は1,756億１千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億１千５百万円の減少となりまし

た。主なものは、利益剰余金の減少７億８千４百万円、その他有価証券評価差額金の増加５億６百万円で

あります。 

  

今後の経済見通しにつきましては、円高に加え、資源エネルギー問題や欧州・中国などの世界経済の減

速といった不安材料もあって不透明感が強まっており、国内景気の先行きが見通せない状況にあります。

このような状況のもとで、引き続いて環境・省エネ・省コスト関連のリニューアル工事や新エネルギー

関連工事の提案営業に力点を置くなど、潜在する顧客を開拓する積極的な営業活動を全社一丸となって推

進する所存であります。 

また、工事採算性の向上に向けた原価低減の更なる徹底及び業務の効率化などによる間接費の低減を推

進することにより、利益の確保に取り組む所存であります。 

なお、通期の業績予想については、本年10月29日に公表した値から変更は行っておりません。 

  

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

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。  

  

（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） 

当社及び国内連結子会社は、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の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への影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 15,251 18,690

受取手形・完成工事未収入金等 35,370 21,766

有価証券 16,677 13,826

未成工事支出金 4,698 6,423

材料貯蔵品 341 417

商品 920 976

その他 9,018 6,933

貸倒引当金 △190 △155

流動資産合計 82,087 68,878

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 14,554 14,150

土地 11,994 11,994

その他（純額） 2,540 2,760

有形固定資産合計 29,089 28,905

無形固定資産 654 672

投資その他の資産

投資有価証券 91,309 95,504

繰延税金資産 8,552 7,604

その他 4,819 4,762

貸倒引当金 △270 △246

投資その他の資産合計 104,410 107,624

固定資産合計 134,154 137,202

資産合計 216,241 206,080

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 21,004 15,077

短期借入金 1,670 1,200

未払法人税等 174 97

未成工事受入金 2,434 3,221

完成工事補償引当金 23 20

工事損失引当金 41 16

役員賞与引当金 77 －

その他 4,918 3,055

流動負債合計 30,343 22,688

固定負債

退職給付引当金 7,846 5,805

役員退職慰労引当金 486 77

その他 1,632 1,892

固定負債合計 9,965 7,774

負債合計 40,309 30,463
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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 3,481 3,481

資本剰余金 139 139

利益剰余金 183,407 182,622

自己株式 △9,435 △9,436

株主資本合計 177,592 176,808

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,828 △2,322

為替換算調整勘定 △6 △7

その他の包括利益累計額合計 △2,834 △2,329

新株予約権 － 12

少数株主持分 1,174 1,127

純資産合計 175,932 175,617

負債純資産合計 216,241 206,080
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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 45,523 48,369

売上原価 40,385 41,445

売上総利益 5,137 6,923

販売費及び一般管理費 7,429 6,940

営業損失（△） △2,291 △16

営業外収益

受取利息 361 255

投資有価証券償還益 － 548

その他 438 619

営業外収益合計 799 1,422

営業外費用

支払利息 1 1

災害事故関係費 7 2

工具器具等処分損 2 2

支払手数料 5 5

投資有価証券償還損 － 11

その他 6 7

営業外費用合計 24 32

経常利益又は経常損失（△） △1,516 1,374

特別利益

固定資産処分益 2 23

特別利益合計 2 23

特別損失

固定資産処分損 161 18

投資有価証券評価損 2,000 1,265

その他 － 63

特別損失合計 2,161 1,346

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△3,675 51

法人税、住民税及び事業税 54 49

法人税等調整額 △650 237

法人税等合計 △596 287

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,079 △235

少数株主損失（△） △25 △38

四半期純損失（△） △3,053 △197
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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（△） △3,079 △235

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,362 503

為替換算調整勘定 △1 △1

その他の包括利益合計 △1,364 501

四半期包括利益 △4,443 265

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,414 307

少数株主に係る四半期包括利益 △29 △41
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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）継続企業の前提に関する注記

（４）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

(参考) 個別業績の概要

(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 ％

25年３月期第２四半期 44,555 7.5 152 ─ 2,335 ― 796 ─

24年３月期第２四半期 41,462 △6.4 △2,084 ─ △1,259 ― △2,877 ─

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 13. 55 13. 55

24年３月期第２四半期 △48. 98 ─ ─

(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 ％

25年３月期第２四半期 200,278 173,056 86.4

24年３月期 208,317 172,326 82.7

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 173,044百万円 24年３月期 172,326百万円

(3) 部門別受注実績 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成24年３月期第２四半期 平成25年３月期第２四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電 線工 事 11,744 24.7 12,499 23.3 754 6.4

発送変電工事 1,598 3.4 1,932 3.6 334 20.9

情報通信工事 2,062 4.4 2,072 3.9 9 0.5

屋内電気工事 23,808 50.1 27,530 51.3 3,721 15.6

空調・管工事 8,282 17.4 9,623 17.9 1,340 16.2

合      計 47,497 100.0 53,658 100.0 6,161 13.0

 (4) 部門別売上実績 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成24年３月期第２四半期 平成25年３月期第２四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電 線工 事 11,593 27.9 12,174 27.3 581 5.0

発送変電工事 940 2.3 1,177 2.6 236 25.1

情報通信工事 2,313 5.6 2,519 5.7 205 8.9

屋内電気工事 20,354 49.1 21,645 48.6 1,290 6.3

空調・管工事 6,260 15.1 7,039 15.8 779 12.5

合      計 41,462 100.0 44,555 100.0 3,093 7.5
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 (5) 部門別次期繰越高 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成24年３月期第２四半期 平成25年３月期第２四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電 線工 事 451 1.0 628 1.3 177 39.2

発送変電工事 1,352 3.1 2,012 4.1 660 48.8

情報通信工事 2,697 6.2 4,778 9.7 2,081 77.1

屋内電気工事 30,669 70.3 31,977 65.1 1,308 4.3

空調・管工事 8,488 19.4 9,748 19.8 1,259 14.8

合      計 43,660 100.0 49,146 100.0 5,486 12.6

(6) 得意先別売上実績 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成24年３月期第２四半期 平成25年３月期第２四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

中 国電力 ㈱ 13,406 32.3 14,246 32.0 839 6.3

一般 得意 先 28,055 67.7 30,309 68.0 2,253 8.0

合      計 41,462 100.0 44,555 100.0 3,093 7.5
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