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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 31,861 △1.7 1,399 33.5 1,597 21.9 24 △67.8

21年3月期 32,418 △1.4 1,048 61.4 1,310 65.2 77 △79.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 1.06 ― 0.2 5.4 4.4
21年3月期 3.28 ― 0.5 4.4 3.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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

22年3月期 28,660 15,688 54.7 668.18
21年3月期 30,742 15,666 51.0 667.03

（参考） 自己資本   22年3月期  15,688百万円 21年3月期  15,666百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 3,158 △459 629 8,248
21年3月期 611 △974 △313 4,920

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 3.00 ― 2.50 5.50 129 167.5 0.8
22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 117 469.7 0.7

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 18.1

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

12,000 △6.5 250 327.8 400 115.4 200 72.1 8.52

通期 29,000 △9.0 900 △35.7 1,100 △31.1 650 ― 27.68
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は、17ページ～19ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 24,969,993株 21年3月期 24,969,993株

② 期末自己株式数 22年3月期  1,491,363株 21年3月期  1,482,676株

※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仮定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、3ページ～4ページ「１．経営成績(１)経営成績に関する分析及び(４)事業等のリスク」をご覧ください。 
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１．経営成績

(1)経営成績に関する分析

(当期の経営成績)

売上高の内訳は次のとおりです。
　　屋内線・空調管工事　 170億93百万円（前期比   2.0％減）
　　配電線工事　　　　　  85億38百万円（前期比   2.0％増)
　　その他工事　　　 　 　55億33百万円（前期比   7.0％減）
　　兼業事業　　　　　　　 6億96百万円（前期比   5.2％増）

(次期の見通し)

次期の業績は、次のとおり見込んでいます。
　　受注高　　   280億円
　　売上高　　   290億円
　　営業利益　 　  9億円
　　経常利益　 　 11億円
　　当期純利益 　  6億50百万円

(2)財政状態に関する分析

(資産、負債、純資産の状況)

(キャッシュ・フローの状況)

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益1百万円に対して、未成工事支出金や

売上債権の減少などにより、31億58百万円増加（前期比25億46百万円増）しました。

当期におけるわが国の経済は、輸出産業を中心に設備投資の縮小や延期が相次ぎ、また、長引く不
況による雇用情勢の悪化やデフレの影響により、景気は全国的にも北陸地域におきましても低調に推
移いたしました。

このような状況のもとで、当社は全社を挙げて営業活動を展開し、受注の確保に努めました結果、
受注高は276億72百万円（前期比14.5％減）、売上高は318億61百万円（前期比1.7％減）となりまし
た。

今後の見通しといたしましては、公共投資の増加は期待できず、さらに民間設備投資も減少するな
かで、建設業界は生き残りを懸けたサバイバル競争時代となっており、なお一層、営業の強化を図ら
なければならないと考えております。

また、利益面におきましては、工程管理や原価管理の徹底に加え、大きな貸倒れが発生しなかった
ことにより、営業利益は13億99百万円（前期比33.5％増）、経常利益は15億97百万円（前期比21.9％
増）となりました。
　なお、当期純利益につきましては、固定資産の譲渡に伴う特別損失を計上したことなどにより、24
百万円（前期比67.8％減）となりました。

建設業界におきましては、公共工事が減少に転じていることや、民間設備投資の減少など、未曾有
の危機に直面しており、当社を取り巻く事業環境は一段と厳しい状況で終始いたしました。

更なる受注・価格競争の激化が予測されるなか、当社では低コストと高品質の両立を目指すためコ
スト構造の改革を一段と推し進め、「営業の強化」「コストの削減」「信頼される事業活動の展開」
の３つの重点方針に基づき、全社一丸となって取り組んでまいります。

　当期末の総資産は286億60百万円となり、前期末と比べ20億81百万円減少しました。
流動資産は未成工事支出金の減少などにより8億1百万円減少し、固定資産は有形固定資産の減少な

どにより12億79百万円減少しました。
負債は、支払手形、工事未払金及び未成工事受入金の減少などにより、前期末と比べ21億2百万円減

少し、129億72百万円となりました。
純資産は、その他有価証券評価差額金の増加などにより、前期末と比べ21百万円増加し、156億88百

万円となりました。

当期末における現金及び現金同等物は、前期末より33億27百万円増加し、82億48百万円となりまし
た。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却や有価証券の償還があったものの、

設備投資や関係会社貸付けによる支出により、4億59百万円減少（前期比5億15百万円増）しまし
た。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、主にセール・アンド・リースバック取引による収入によ

り、6億29百万円増加（前期比9億42百万円増）しました。

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

                                                                       

(4)事業等のリスク

① 官公庁、特定取引先との取引
官公庁の公共投資の動向は政府や地方自治体の政策によって大きく左右されるため、官公庁から

受注する工事量が今後とも安定的に推移するとは限らないものと認識しています。
また、当社の売上高において、北陸電力株式会社からの受注工事量は大きな割合を占めておりま

す。
従って、公共投資や電力設備投資が予想を上回って削減された場合には、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。

② 取引先の経営状態
建設業界では、一契約における請負金額が大きく、また、工事完了後に工事代金を受け渡す条件

で契約を締結することが多く、このため、当社が工事代金を受領する前に、当該取引先の資金繰り
の悪化、或いは経営破綻により工事代金が回収できなくなる可能性があります。当社では貸倒れが
懸念される債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上し
ていますが、今後、回収不能債権額が多大となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性が
あります。

③ 材料価格の変動
工事材料の価格が高騰し、請負金額に反映することが困難な場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

④ 法的規制
当社が行う事業は、建設業法、建築基準法、独占禁止法、会社法等により法的な規制を受けてい

ます。そのため、上記法律の改廃や新たな法的規制の導入、適用基準の変更等によっては、当社の
業績に影響を及ぼす可能性があります。

当期末配当金につきましては、1株当たり5円を予定しています。また、次期の配当金につきまして
も、1株当たりの年間配当金は5円を予定しています。

　当社における投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項は、次のとおりです。
なお、当社はこれらの起こりうるリスクの可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の

対応に努める所存です。

当社の配当に関する方針は、企業体質強化を図り、安定的な経営基盤を確保するとともに、業績を
勘案して適時株主の皆様への利益還元に取り組むことを基本としております。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率 55.8% 53.7% 54.4% 51.0% 54.7%

時価ベースの
自己資本比率

50.7% 33.9% 24.1% 25.6% 21.2%

・自己資本比率：自己資本／総資産

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

(注1) 株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。

(注2) 当社は有利子負債がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。
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２．企業集団の状況

　・電気工事及び空調管工事

〔その他の事業〕
　・電気機械器具等販売

　・不動産賃貸等
　北工商事(株)、ホッコー開発(株)は不動産賃貸等を行っています。

当社は電力設備工事以外の電気工事、電気通信工事、管工事、水道施設工事、消防施設工事、土木
工事を請負施工しており、子会社である富山設備サービス(株)、高岡設備サービス(株)、石川設備
サービス(株)及び福井設備サービス(株)に対して工事の一部を発注しております。

　事業の系統図は次のとおりです。

当社の企業集団は、当社、子会社６社、その他の関係会社（被関連会社）１社で構成され、設備工事業を
主な事業の内容としています。

〔設備工事業〕

　当該企業集団の事業に係わる位置付け及び事業内容は次のとおりです。

　・電力設備工事
当社はその他の関係会社（被関連会社）である北陸電力(株)から配電設備等の電力供給設備に係わ

る電気工事を請負施工しています。

　当社は電気機械器具及び材料の販売を行っています。

北　陸　電　力　(株) [その他の関係会社] そ の 他 の 得 意 先

お　　　　客　　　　さ　　　　ま

工事の施工,電気機械 器具および材料の販売

北  陸  電  気  工  事  (株) [当社]

設 備 工 事 業 , そ の 他 の 事 業

工事の 施工 工事の 施工 不動産 賃貸等

 富山設備サービス(株)  高岡設備サービス(株)*1 北工商事(株)

石川設備サービス(株) 福井設備サービス(株)__ ホッコー開発(株)*1

設 備 工 事 業 そ　の　他　の　事　業

非　連　結　子　会　社

(注)*1について、平成22年2月に高岡設備サービス(株)とホッコー開発(株)を設立しています。
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３．経営方針

(1)会社の経営の基本方針、(2)中長期的な会社の経営戦略

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。
　(当社ホームページ)

http://www.rikudenko.co.jp/

　(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ))
http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

(3)会社の対処すべき課題

平成19年3月期決算短信(非連結)(平成19年5月9日開示)により開示を行った内容から重要な変更がない
ため開示を省略します。

さらに、お客さまの安心・安全と快適性を保つためのメンテナンス工事や、時代の要請に沿った省エ
ネ・環境関連工事の受注にもなお一層努めてまいります。

当社は営業活動の基礎となる工事原価の低減を図りつつ、お客さまの求める価格や品質を追求し、価
値のある提案を行い要求に応えることが重要であると認識しております。

また、業務の基盤である安全の確保や品質の向上に努めるとともに、コンプライアンスの徹底に引き
続き取り組み、業務の信頼性を確保してまいります。
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,920 8,248

受取手形 1,423 1,169

完成工事未収入金 ※1  5,888 ※1  5,192

有価証券 649 300

未成工事支出金 4,172 ※3  2,053

材料貯蔵品 201 201

繰延税金資産 387 522

未収入金 899 －

その他 178 295

貸倒引当金 △289 △353

流動資産合計 18,433 17,631

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,988 3,763

減価償却累計額 △2,670 △2,162

建物（純額） 2,317 1,601

構築物 600 533

減価償却累計額 △512 △452

構築物（純額） 87 80

機械及び装置 357 342

減価償却累計額 △342 △333

機械及び装置（純額） 14 9

車両運搬具 993 978

減価償却累計額 △698 △727

車両運搬具（純額） 295 250

工具、器具及び備品 2,156 2,137

減価償却累計額 △1,871 △1,790

工具、器具及び備品（純額） 284 346

土地 5,186 3,607

リース資産 716 827

減価償却累計額 △1 △91

リース資産（純額） 715 735

建設仮勘定 － 13

有形固定資産合計 8,902 6,645

無形固定資産 86 73

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  1,577 ※2  1,582

関係会社株式 102 142
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

長期貸付金 ※2  12 ※2  11

従業員に対する長期貸付金 5 6

関係会社長期貸付金 325 1,199

破産更生債権等 274 124

長期前払費用 5 4

繰延税金資産 1,212 1,291

その他 120 115

貸倒引当金 △317 △169

投資その他の資産合計 3,319 4,311

固定資産合計 12,308 11,029

資産合計 30,742 28,660

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,551 2,967

工事未払金 4,684 3,730

リース債務 71 106

未払金 554 482

未払費用 335 305

未払法人税等 241 29

未成工事受入金 ※1  1,497 1,041

工事損失引当金 2 48

その他 440 257

流動負債合計 11,379 8,968

固定負債   

リース債務 685 685

退職給付引当金 2,972 3,276

役員退職慰労引当金 34 39

その他 3 3

固定負債合計 3,696 4,004

負債合計 15,075 12,972
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,328 3,328

資本剰余金   

資本準備金 2,803 2,803

資本剰余金合計 2,803 2,803

利益剰余金   

利益準備金 360 360

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 48 3

別途積立金 8,934 8,934

繰越利益剰余金 787 798

利益剰余金合計 10,130 10,096

自己株式 △654 △656

株主資本合計 15,608 15,572

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58 115

評価・換算差額等合計 58 115

純資産合計 15,666 15,688

負債純資産合計 30,742 28,660
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

完成工事高 ※1  31,756 ※1  31,165

兼業事業売上高 ※1  661 ※1  696

売上高合計 32,418 31,861

売上原価   

完成工事原価 27,734 ※2  27,185

兼業事業売上原価 622 670

売上原価合計 28,357 27,856

売上総利益   

完成工事総利益 4,022 3,979

兼業事業総利益 38 25

売上総利益合計 4,061 4,004

販売費及び一般管理費   

役員報酬 71 71

従業員給料手当 1,429 1,383

退職金 9 1

退職給付費用 171 156

役員退職慰労引当金繰入額 9 9

法定福利費 190 203

福利厚生費 61 23

修繕維持費 15 9

事務用品費 88 67

通信交通費 78 76

動力用水光熱費 19 41

調査研究費 89 38

広告宣伝費 9 7

貸倒引当金繰入額 407 85

貸倒損失 － 33

交際費 17 18

寄付金 7 7

地代家賃 46 84

減価償却費 84 63

租税公課 91 119

保険料 8 9

雑費 104 93

販売費及び一般管理費合計 3,012 2,604

営業利益 1,048 1,399
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取配当金 ※1  68 ※1  41

受取手数料 62 61

その他 133 120

営業外収益合計 264 223

営業外費用   

支払利息 － 14

その他 3 10

営業外費用合計 3 25

経常利益 1,310 1,597

特別利益   

前期損益修正益 ※3  0 ※3  29

固定資産売却益 ※4  58 ※4  14

退職給付制度終了益 128 －

ゴルフ会員権償還益 － 10

その他 － 3

特別利益合計 188 56

特別損失   

固定資産売却損 ※5  850 ※1, ※5  1,623

固定資産除却損 ※6  6 ※6  17

投資有価証券償還損 21 －

投資有価証券評価損 237 1

ゴルフ会員権評価損 3 2

減損損失 ※7  105 －

その他 － 7

特別損失合計 1,224 1,652

税引前当期純利益 273 1

法人税、住民税及び事業税 429 229

法人税等調整額 △234 △253

法人税等合計 195 △23

当期純利益 77 24
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,328 3,328

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,328 3,328

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,803 2,803

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,803 2,803

資本剰余金合計   

前期末残高 2,803 2,803

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,803 2,803

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 360 360

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 360 360

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 49 48

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △1 △45

当期変動額合計 △1 △45

当期末残高 48 3

別途積立金   

前期末残高 8,934 8,934

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,934 8,934

繰越利益剰余金   

前期末残高 901 787

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 1 45

剰余金の配当 △178 △58
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益 77 24

自己株式の処分 △14 △0

当期変動額合計 △113 11

当期末残高 787 798

利益剰余金合計   

前期末残高 10,245 10,130

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △178 △58

当期純利益 77 24

自己株式の処分 △14 △0

当期変動額合計 △115 △33

当期末残高 10,130 10,096

自己株式   

前期末残高 △533 △654

当期変動額   

自己株式の取得 △167 △2

自己株式の処分 46 0

当期変動額合計 △120 △2

当期末残高 △654 △656

株主資本合計   

前期末残高 15,844 15,608

当期変動額   

剰余金の配当 △178 △58

当期純利益 77 24

自己株式の取得 △167 △2

自己株式の処分 31 0

当期変動額合計 △236 △36

当期末残高 15,608 15,572

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 88 58

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 57

当期変動額合計 △30 57

当期末残高 58 115

評価・換算差額等合計   

前期末残高 88 58

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 57
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額合計 △30 57

当期末残高 58 115

純資産合計   

前期末残高 15,933 15,666

当期変動額   

剰余金の配当 △178 △58

当期純利益 77 24

自己株式の取得 △167 △2

自己株式の処分 31 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 57

当期変動額合計 △266 21

当期末残高 15,666 15,688
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 273 1

減価償却費 390 343

減損損失 105 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 385 △84

工事損失引当金の増減額（△は減少） 2 45

退職給付引当金の増減額（△は減少） 377 303

受取利息及び受取配当金 △91 △66

支払利息 － 14

有形固定資産売却損益（△は益） 791 1,609

投資有価証券償還損益（△は益） 21 －

投資有価証券評価損益（△は益） 237 1

売上債権の増減額（△は増加） △212 937

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,230 2,118

その他の流動資産の増減額（△は増加） △181 24

仕入債務の増減額（△は減少） 953 △1,570

未成工事受入金の増減額（△は減少） △623 △456

未払消費税等の増減額（△は減少） △44 114

その他の流動負債の増減額（△は減少） 49 49

その他 △161 167

小計 1,043 3,553

利息及び配当金の受取額 90 67

利息の支払額 － △14

法人税等の支払額 △522 △448

営業活動によるキャッシュ・フロー 611 3,158

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △100

有価証券の償還による収入 300 650

有形固定資産の取得による支出 △798 △728

有形固定資産の売却による収入 241 734

無形固定資産の取得による支出 △24 △3

投資有価証券の取得による支出 △432 △112

関係会社株式の取得による支出 － △40

関係会社貸付けによる支出 △325 △910

敷金及び保証金の回収による収入 38 6

その他 25 43

投資活動によるキャッシュ・フロー △974 △459
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △135 △2

配当金の支払額 △177 △58

セール・アンド・リースバック取引による収入 － 770

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △80

財務活動によるキャッシュ・フロー △313 629

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △676 3,327

現金及び現金同等物の期首残高 5,596 4,920

現金及び現金同等物の期末残高 ※  4,920 ※  8,248
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(5)継続企業の前提に関する注記
　該当事項はありません。

(6)重要な会計方針

１． (1) 子会社株式 (1) 子会社株式
　移動平均法による原価法 同左

(2) その他有価証券 (2) その他有価証券
　①時価のあるもの 　①時価のあるもの

同左

　②時価のないもの 　②時価のないもの
同左

２． (1) 未成工事支出金 (1) 未成工事支出金
同左

(2) 材料貯蔵品 (2) 材料貯蔵品
同左

(会計方針の変更)

３． (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
　定額法によっている。

　建物及び構築物
　建物及び構築物 ６～５０年

６～５０年 　機械装置及び車両運搬具
　機械装置及び車両運搬具 ４～１０年

４～１０年
(会計方針の変更)

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産(リース資産を除く)
同左

有形固定資産（リース資産を除く）の
減価償却の方法については、従来、定率
法（ただし、建物（附属設備を除く）に
ついては定額法）によっていたが、有形
固定資産の使用実態を見直したところ、
事業全体の操業状況（施工高等）は近年
比較的安定し、また、有形固定資産の使
用における物理的減耗等も使用期間に
亘って平均的に生じており、その結果と
して修繕費等の減価償却資産の維持費も
概ね毎年同様の金額で発生していること
が明らかになった。このような実態に対
応して、減価償却費の費用配分の適正化
を図り、期間損益をより合理的に把握す
るために、当事業年度より定額法に変更
している。

これにより、営業利益、経常利益及び
税引前当期純利益は、それぞれ138百万円
増加している。

定率法（ただし、建物（附属設備を除
く）については定額法）によっている。

前事業年度 当事業年度
(自 平成20年4月 1日 (自 平成21年4月 1日

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで
ある。

　至 平成21年3月31日) 　至 平成22年3月31日)
有価証券の評価
基準及び評価方
法

　移動平均法による原価法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで
ある。

決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により
算定している）

個別法による原価法(貸借対照表価額に
ついては収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法)

総平均法による原価法(貸借対照表価額
については収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法)

たな卸資産の評
価基準及び評価
方法

当事業年度より、「棚卸資産の評価に
関する会計基準」（企業会計基準第9号
平成18年7月5日公表分）を適用してい
る。

これによる損益に与える影響は軽微で
ある。

固定資産の減価
償却の方法

自社利用のソフトウェアについては、
社内における利用可能期間(５年)に基づ
く定額法によっている。
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前事業年度 当事業年度
(自 平成20年4月 1日 (自 平成21年4月 1日

　至 平成21年3月31日) 　至 平成22年3月31日)
(3) リース資産 (3) リース資産

同左

４． (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金
同左

(2) 工事損失引当金 (2) 工事損失引当金
同左

(3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金
同左

(追加情報)

(4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金
同左

引当金の計上基
準

過去勤務債務は、その発生年度におけ
る従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数(５年)による定額法により、発生
した年度から費用処理している。

売上債権、貸付金等の貸倒による損失
に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上している。

受注工事に係る将来の損失に備えるた
め、当事業年度末手持工事のうち損失の
発生が見込まれ、かつ、その金額を合理
的に見積もることができる工事につい
て、損失見込額を計上している。

従業員の退職給付に備えるため、当事
業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上している。

所有権移転外ファイナンス・リース取
引に係るリース資産はリース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用している。
なお、リース取引開始日が平成20年3月

31日以前のリース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっている。

当社は平成21年2月に税制適格年金の契
約を解約し、退職年金制度を廃止してい
る。これに伴い、「退職給付制度間の移
行等に関する会計処理」（企業会計基準
適用指針第１号）を適用した結果、退職
給付制度終了益として128百万円を特別利
益に計上している。

数理計算上の差異は、その発生年度に
費用処理している。

役員の退職慰労金の支給に備えて、内
規に基づく当事業年度末要支給額を計上
している。
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前事業年度 当事業年度
(自 平成20年4月 1日 (自 平成21年4月 1日

　至 平成21年3月31日) 　至 平成22年3月31日)
５． 　工事完成基準によっている。

工事進行基準
(工事の進捗率の見積りは原価比例法)

(2)その他の工事
工事完成基準

(会計方針の変更)

６． 同左

７． 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理
同左

その他財務諸表
作成のための基
本となる重要な
事項

キャッシュ・フ
ロー計算書にお
ける資金の範囲

完成工事高及び
完成工事原価の
計上基準

(1)当事業年度末までの進捗部分について成
果の確実性が認められる工事

手許現金、随時引き出し可能な預金及
び容易に換金可能であり、かつ、価値の
変動について僅少なリスクしか負わない
取得日から３か月以内に償還期限の到来
する短期投資からなる。

消費税及び地方消費税に相当する額の
会計処理は、税抜方式によっている。

ただし、長期請負工事（工期３か年以
上で請負金額５億円以上の工事）につい
ては、工事進行基準によっている。

請負工事に係る収益の計上基準につい
ては、従来、長期大型工事（工期３年以
上、かつ請負金額５億円以上）について
は工事進行基準を、その他の工事につい
ては工事完成基準を適用していたが、当
事業年度から「工事契約に関する会計基
準」（企業会計基準第15号 平成19年12月
27日）及び「工事契約に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第
18号 平成19年12月27日）が適用されたこ
とに伴い、当事業年度に着手した工事契
約から、当事業年度末までの進捗部分に
ついて成果の確実性が認められる工事に
ついては工事進行基準（工事の進捗度の
見積りは原価比例法）を、その他の工事
については工事完成基準を適用してい
る。
なお、平成21年3月31日以前に着手した

工事契約のうち、長期大型工事（工期３
年以上、かつ請負金額５億円以上）につ
いては工事進行基準を、その他の工事に
ついては工事完成基準を引き続き適用し
ている。

これにより、従来の方法によった場合
と比べ、当事業年度に係る完成工事高は
510百万円増加し、営業利益、経常利益及
び税引前当期純利益は、それぞれ43百万
円増加している。
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(7)重要な会計方針の変更

(リース取引に関する会計基準)
　

(8)表示方法の変更

(貸借対照表) (貸借対照表)

(損益計算書)

なお、前事業年度の営業外収益の「その他」に含ま
れている「受取手数料」は11百万円である。

前事業年度において区分掲記していた営業外収益の
「保険配当金」は金額が100分の10を下回ったため、営
業外収益の「その他」に含めることとした。

なお、当事業年度の営業外収益の「その他」に含ま
れている「保険配当金」は21百万円である。

所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっていたが、当事業年度より、「リース取引に関す
る会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日
（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改
正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日
（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3
月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法
に準じた会計処理によっている。
　これによる損益に与える影響は軽微である。

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の
リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によっている。

流動資産の「未収入金」は、前事業年度において流
動資産の「その他」に含めて表示していたが、資産総
額の100分の1を超えたため、区分掲記した。

なお、前事業年度の流動資産の「その他」に含まれ
ている「未収入金」は151百万円である。

営業外収益の「受取手数料」は前事業年度において
営業外収益の「その他」に含めて表示していたが、営
業外収益総額の100分の10を超えたため区分掲記した。

前事業年度
(自 平成20年4月 1日
　至 平成21年3月31日)

前事業年度 当事業年度
(自 平成20年4月 1日
　至 平成21年3月31日)

(自 平成21年4月 1日
　至 平成22年3月31日)

なお、当事業年度の流動資産の「その他」に含まれ
ている「未収入金」は158百万円である。

当事業年度
(自 平成21年4月 1日
　至 平成22年3月31日)

前事業年度において区分掲記していた流動資産の
「未収入金」は、資産総額の100分の1以下となったた
め、流動資産の「その他」に含めることとした。
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(9)財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

※ １ ※ １

完成工事未収入金 百万円 完成工事未収入金 百万円
未成工事受入金

※ ２ 担保資産 ※ ２ 担保資産

投資有価証券 百万円 投資有価証券 百万円
長期貸付金 長期貸付金

※ ３

12

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出
金と工事損失引当金は、相殺表示せずに両建てで表示し
ている。

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出
金のうち、工事損失引当金に対応する額は43百万円であ
る。

1,682

1
11

各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の
とおりである。

0

225

当事業年度
(平成22年3月31日)

前事業年度
(平成21年3月31日)

各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の
とおりである。

2,049

当社が出資しているＰＦＩ事業に関する事業会社の借
入債務に対して、下記の資産を担保に供している。

当社が出資しているＰＦＩ事業に関する事業会社の借
入債務に対して、下記の資産を担保に供している。
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(損益計算書関係)

※ １ 　関係会社との取引に係るものは、次のとおりである。 ※ １ 　関係会社との取引に係るものは、次のとおりである。
完成工事高 百万円 完成工事高 百万円
兼業事業売上高 兼業事業売上高
受取配当金 受取配当金

固定資産売却損

※ ２ 完成工事原価に含まれている工事損失引当金繰入額
百万円

※ ３ 　前期損益修正益の内訳は、次のとおりである。 ※ ３ 　前期損益修正益の内訳は、次のとおりである。
貸倒引当金戻入額 百万円 貸倒引当金戻入額 百万円
その他

計

※ ４ 　固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。 ※ ４ 　固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。
車両運搬具 百万円 車両運搬具 百万円
土地 土地

計 計

※ ５ 　固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。 ※ ５ 　固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。
建物 百万円 建物 百万円

構築物 構築物
車両運搬具 車両運搬具

計 土地

計

※ ６ 　固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。 ※ ６ 　固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。

車両運搬具 百万円 建物 百万円

工具器具・備品 工具器具・備品
その他 その他

計 計

※ ７ 　減損損失

7

1,623

13
14

0
1,256

0

48

359

0
0
0

0

809

1,622

9

24

前事業年度 当事業年度

45

58
58

29

25
12,774 12,601

(自 平成20年4月 1日

20

(自 平成21年4月 1日

1
4

2

　至 平成21年3月31日) 　至 平成22年3月31日)

種類 場所

850

5

減損損失
(百万円)

17
21

6

構築物
土地

38

遊休
資産

建物 富山県
黒部市

59
土地

当事業年度において、当社は以下の資産グループに
ついて減損損失を計上している。

用途

遊休
資産

建物

当社は、事業用資産については管理会計上の区分であ
る支店単位に、遊休資産については個別の物件毎にグ
ルーピングし、減損損失の測定を行っている。

その結果、地価の下落などにより遊休資産のうち上記
資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失（105百万円）として特別損失に計上してい
る。

なお、当該資産グループの回収可能額は正味売却価額
により測定しており、固定資産税評価額などを基に評価
している。

遊休
資産

建物 新潟県
南魚沼郡

21
土地

富山県
小矢部市

24
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) 1. 増加は、取締役会決議による取得及び単元未満株式の買取によるものである。

2. 減少は、単元未満株式の買増請求による売渡しによるものである。

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

当事業年度(自 平成21年4月1日　至 平成22年3月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) 1. 増加は、単元未満株式の買取によるものである。

2. 減少は、単元未満株式の買増請求による売渡しによるものである。

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

平成20年12月1日

配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

3 平成20年9月30日

平成20年6月27日

定時株主総会

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

58

配当の原資

当事業年度末
株式数(千株)

平成21年6月25日

24,969普通株式

当事業年度末
株式数(千株)

－ － 24,969

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)

株式の種類
前事業年度末
株式数(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)

決議 株式の種類

株式の種類

普通株式

5

1,482

普通株式

平成22年6月28日平成22年3月31日

平成21年6月26日

１株当たり
配当額(円)

1

平成21年3月31日2.5

効力発生日

基準日 効力発生日

基準日

定時株主総会

決議 株式の種類

平成20年6月26日
普通株式 107 平成20年3月31日4.5

配当の原資

9

平成21年6月26日

株式の種類
配当金の総額

(百万円)
効力発生日

１株当たり
配当額(円)

1,491

2.558

当事業年度
減少株式数(千株)

利益剰余金 平成21年3月31日

70
取締役会

基準日

当事業年度末
株式数(千株)

24,969 － － 24,969

前事業年度末
株式数(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)

株式の種類

普通株式

定時株主総会

平成21年6月25日
普通株式

前事業年度末
株式数(千株)

決議

平成20年10月31日
普通株式

利益剰余金

当事業年度末
株式数(千株)

普通株式 1,080 503 100 1,482

株式の種類
前事業年度末
株式数(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

平成22年6月25日
普通株式 117

定時株主総会

北陸電気工事㈱　(１９３０)　平成22年3月期　決算短信　(非連結)

23



(キャッシュ・フロー計算書関係)

※ ※

 現金預金勘定 百万円  現金預金勘定 百万円

 現金及び現金同等物  現金及び現金同等物

(１株当たり情報)

　１株当たり純資産額

(注)1.潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

　　2.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　当期純利益 (百万円)

　普通株主に帰属しない金額 (百万円)

　普通株式に係る当期純利益 (百万円)

　普通株式の期中平均株式数 (千株)

(重要な後発事象)

　重要な設備投資

(1)目的

(2)設備投資の内容
所在地　　富山市小中地内
敷地面積　24,619.15㎡
取得価格　731百万円

(3)資金調達方法
自己資金

(開示の省略等)

当事業年度
(自 平成21年4月 1日

  至 平成22年3月31日)

前事業年度
(自 平成20年4月 1日

  至 平成21年3月31日)

当事業年度
 (自 平成21年4月 1日

　 至 平成22年3月31日)

667.03円 668.18円

当社は平成22年3月30日開催の取締役会において、富山市熊野北部企業団地の土地を取得することを決
議し、平成22年4月26日に土地売買契約を締結し、平成22年4月30日に取得した。

富山市内３地区に分散している事業所を一箇所に集中することにより、送変電工事・配電線工事
を含め、電気工事・空調・給排水工事における企画・設計・施工・メンテナンスに至るまでの体制
を再構築し、総合的な技術力・施工力の強化を図るため。

　１株当たり当期純利益金額 3.28円

77

－

77 24

23,482

1.06円

前事業年度
 (自 平成20年4月 1日

　 至 平成21年3月31日)

当事業年度
(自 平成21年4月 1日

前事業年度
(自 平成20年4月 1日

　至 平成22年3月31日)
現金及び現金同等物の事業年度末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　至 平成21年3月31日)
現金及び現金同等物の事業年度末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

リース取引、金融商品、有価証券、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、賃貸等不動産に関す
る注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しま
す。

またデリバティブ取引、持分法投資損益等、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項に
ついては、該当事項はありません。

4,920 8,248

4,920 8,248

23,673

24

－
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５．受注高・売上高・次期繰越高

(1)受注高

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

18,783 58.0 14,100 51.0 △ 4,683 △ 24.9
8,511 26.3 8,442 30.5 △ 69 △ 0.8
5,080 15.7 5,130 18.5 50 1.0

32,375 100.0 27,672 100.0 △ 4,702 △ 14.5

(2)売上高

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

17,434 53.8 17,093 53.6 △ 341 △ 2.0
8,370 25.8 8,538 26.8 168 2.0
5,951 18.4 5,533 17.4 △ 418 △ 7.0

31,756 98.0 31,165 97.8 △ 591 △ 1.9
661 2.0 696 2.2 34 5.2

32,418 100.0 31,861 100.0 △ 557 △ 1.7

(3)次期繰越高

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

9,924 72.8 6,931 68.3 △ 2,993 △ 30.2
1,708 12.5 1,611 15.9 △ 96 △ 5.7
2,003 14.7 1,601 15.8 △ 402 △ 20.1

13,636 100.0 10,144 100.0 △ 3,492 △ 25.6

(4)得意先別受注高・完成工事高

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

11,757 42.5 12,557 40.3
15,915 57.5 18,607 59.7
27,672 100.0 31,165 100.0

(5)次期(23年3月期)の得意先別受注高・完成工事高

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

11,000 39.3 11,000 38.8
17,000 60.7 17,340 61.2
28,000 100.0 28,340 100.0

受注高 完成工事高

(自 平成21年4月 1日

(平成21年3月31日) (平成22年3月31日)

(自 平成21年4月 1日
前事業年度

  至 平成21年3月31日)   至 平成22年3月31日)

  至 平成21年3月31日)

兼 業 事 業
合 計

計

  至 平成22年3月31日)

前事業年度

増減
前事業年度

(自 平成20年4月 1日

(自 平成20年4月 1日

当事業年度

当事業年度

当事業年度

増減

増減

配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

そ の 他 工 事
計

屋内線・空調管工事

屋内線・空調管工事
配 電 線 工 事

計

屋内線・空調管工事
配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

完成工事高

北 陸 電 力 ㈱

北 陸 電 力 ㈱
一 般 得 意 先

計

一 般 得 意 先

計

受注高

北陸電気工事㈱　(１９３０)　平成22年3月期　決算短信　(非連結)

25



〔取　締　役〕

（新任候補者）

岡
おか

 部
べ

 雄
ゆう

 一
いち

（現　執行役員　営業本部副本部長　兼　営業本部営業部長）

富
とみ

 田
た

 文
ふみ

 男
お

（現　執行役員　管理部部長）

（退任予定者）

林
はやし

　　美
み

 樹
き

（現　常務取締役営業本部長）

以　上

役 員 の 異 動

（平成22年6月25日付）
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