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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 20,333 7.7 932 90.5 1,894 25.4 1,495 △10.6
24年3月期第2四半期 18,883 4.0 489 227.2 1,510 24.3 1,673 73.7

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,424百万円 （△11.7％） 24年3月期第2四半期 1,612百万円 （132.0％）

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

25年3月期第2四半期 58.74 ―
24年3月期第2四半期 65.71 ―

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 53,262 24,817 46.6
24年3月期 54,678 23,584 43.1
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  24,817百万円 24年3月期  23,584百万円

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  ：  有   

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 ― ― ― 7.50 7.50
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 7.50 7.50

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 50,600 0.2 2,500 △23.4 4,140 △19.9 2,570 △27.9 100.95



(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）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料２ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）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が実施中であります。 

※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予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的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って異なる結果となる可能性があります。 

※  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 25,617,717 株 24年3月期 25,617,717 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 159,074 株 24年3月期 158,493 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 25,458,850 株 24年3月期2Q 25,460,249 株
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要や個人消費に持ち直しの動

きが見られるなど経済活動が緩やかな回復傾向となったものの、長期化する円高や株価の低迷、欧州政府

債務危機の影響が懸念されるなど、景気の先行きについては依然不透明な状況が続いております。 

建設業界におきましては、東日本大震災の復興関連に伴う建設投資の増加が見られ、公共設備投資につ

いては補正予算の効果から堅調に推移しているものの、民間設備投資については企業収益が減少傾向にあ

ることから、依然として受注・価格競争は厳しい環境で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループの当第２四半期の連結業績につきましては、受注高は 220 億１百

万円（対前年同期比 8.2％増）、売上高は 203 億３千３百万円（対前年同期比 7.7％増）となりました。 

利益につきましては、経営の効率化を推進し、収益の向上に努めた結果、営業損益は９億３千２百万円

の営業利益（前年同期は４億８千９百万円の営業利益）、経常損益は 18 億９千４百万円の経常利益（前年

同期は 15 億１千万円の経常利益）、四半期純損益は 14 億９千５百万円の四半期純利益（前年同期は 16 億

７千３百万円の四半期純利益）となりました。 

  
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 14 億１千６百万円減少

し、532 億６千２百万円となりました。（受取手形・完成工事未収入金等で 21 億４千８百万円の減少、未

成工事支出金で 12 億７千２百万円の増加） 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 26 億４千９百万円減少し、284 億４千４百万円となりま

した。（支払手形・工事未払金等で 28 億５千２百万円の減少、未払法人税等で 12 億９百万円の減少、短

期借入金で 33 億７千万円の増加） 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 12 億３千２百万円増加し、248 億１千７百万円となり

ました。（利益剰余金で 13 億４百万円の増加、その他有価証券評価差額金で７千１百万円の減少） 

 
（３）連結業績予想及び配当予想に関する定性的情報 

平成 25 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 24 年５月 11 日に公表いたしました連結業績予

想に変更はありません。 

平成 25 年３月期の期末配当につきましてはこれまで未定でありましたが、当社は株主の皆様への利益還

元を経営の重要課題と位置付けており、安定的な配当を継続していくとともに、当社事業を将来とも健全

な経営基盤のもとに発展させていくため、内部留保を充実させることを利益配分の基本的な考え方として

いることから、当社普通株式 1 株につき、普通配当７円 50 銭（年間配当 1 株当たり７円 50 銭）と配当予

想を修正いたします。 

 
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 

該当事項はありません。 

 
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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

降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に与える影響は軽微であります。 
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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：千円）

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 3,238,254 2,920,963

受取手形・完成工事未収入金等 25,931,389 23,782,719

未成工事支出金 1,413,478 2,686,264

商品及び製品 19,344 28,113

仕掛品 6,157 5,297

材料貯蔵品 245,656 285,497

繰延税金資産 701,794 395,956

その他 242,215 302,788

貸倒引当金 △6,959 △6,410

流動資産合計 31,791,331 30,401,189

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,549,577 4,419,702

機械・運搬具（純額） 118,965 118,057

工具器具・備品（純額） 104,744 102,680

土地 6,578,481 6,542,383

リース資産（純額） 691,607 710,303

建設仮勘定 1,973,044 1,973,044

有形固定資産合計 14,016,421 13,866,171

無形固定資産 238,585 204,972

投資その他の資産   

投資有価証券 8,084,507 8,238,759

その他 567,479 570,694

貸倒引当金 △19,774 △19,774

投資その他の資産合計 8,632,212 8,789,680

固定資産合計 22,887,219 22,860,824

資産合計 54,678,551 53,262,014
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 10,943,054 8,090,847

短期借入金 6,264,000 9,634,000

未払法人税等 1,321,721 112,552

未成工事受入金 1,042,612 1,146,452

完成工事補償引当金 1,667 464

賞与引当金 1,342,895 757,681

その他 1,753,350 1,096,972

流動負債合計 22,669,301 20,838,971

固定負債   

長期借入金 426,000 254,000

退職給付引当金 4,798,732 4,754,743

役員退職慰労引当金 109,503 97,830

負ののれん 2,387,131 1,790,348

その他 703,257 708,521

固定負債合計 8,424,625 7,605,444

負債合計 31,093,927 28,444,416

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,430,962 1,430,962

資本剰余金 3,188,408 3,188,408

利益剰余金 18,646,076 19,950,708

自己株式 △52,016 △52,239

株主資本合計 23,213,430 24,517,839

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 371,193 299,758

その他の包括利益累計額合計 371,193 299,758

純資産合計 23,584,623 24,817,597

負債純資産合計 54,678,551 53,262,014
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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：千円）

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 18,883,785 20,333,630

売上原価 16,802,261 17,905,325

売上総利益 2,081,524 2,428,305

販売費及び一般管理費 1,591,985 1,495,624

営業利益 489,538 932,680

営業外収益   

受取利息 1,157 446

受取配当金 58,028 54,704

不動産賃貸料 74,340 74,771

経営指導料 8,050 6,693

負ののれん償却額 596,782 596,782

持分法による投資利益 366,386 278,563

その他 66,161 84,667

営業外収益合計 1,170,908 1,096,629

営業外費用   

支払利息 45,963 45,332

不動産賃貸費用 98,407 79,254

その他 5,401 10,444

営業外費用合計 149,772 135,031

経常利益 1,510,673 1,894,278

特別利益   

固定資産売却益 5,556 2,612

移転補償金 815,582 －

特別利益合計 821,139 2,612

特別損失   

固定資産除売却損 1,156 120

減損損失 174,496 －

投資有価証券評価損 15,238 10,307

ゴルフ会員権売却損 － 3,500

その他 3,600 －

特別損失合計 194,492 13,927

税金等調整前四半期純利益 2,137,320 1,882,962

法人税、住民税及び事業税 353,399 82,661

法人税等調整額 110,910 304,725

法人税等合計 464,310 387,386

少数株主損益調整前四半期純利益 1,673,010 1,495,576

四半期純利益 1,673,010 1,495,576
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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：千円）

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利益 1,673,010 1,495,576

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △62,841 △72,154

持分法適用会社に対する持分相当額 2,295 719

その他の包括利益合計 △60,546 △71,435

四半期包括利益 1,612,464 1,424,141

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,612,464 1,424,141

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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 2,137,320 1,882,962

減価償却費 342,021 326,476

負ののれん償却額 △596,782 △596,782

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,680 △549

賞与引当金の増減額（△は減少） △437,202 △585,214

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △48,404 △50,530

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,023 △1,202

災害損失引当金の増減額（△は減少） △15,583 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,554 △43,988

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,042 △11,673

受取利息及び受取配当金 △59,185 △55,151

支払利息 45,963 45,332

持分法による投資損益（△は益） △366,386 △278,563

有形固定資産除売却損益（△は益） △5,247 △2,491

投資有価証券評価損益（△は益） 15,238 10,307

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 3,500

減損損失 174,496 －

移転補償金 △815,582 －

売上債権の増減額（△は増加） 904,548 2,148,670

未成工事支出金の増減額（△は増加） △644,133 △1,272,785

その他の資産の増減額（△は増加） △150,282 △106,961

仕入債務の増減額（△は減少） △1,920,846 △2,852,206

未払費用の増減額（△は減少） △134,167 △156,836

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,488,741 103,839

その他の負債の増減額（△は減少） △271,802 △454,507

小計 △3,408,698 △1,948,357

利息及び配当金の受取額 67,455 58,516

利息の支払額 △46,295 △46,018

法人税等の支払額 △734,204 △1,279,488

移転補償金の受取額 882,657 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,239,085 △3,215,347
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（単位：千円）

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) 

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 △300 －

有形固定資産の取得による支出 △543,577 △64,263

有形固定資産の売却による収入 227,057 38,715

無形固定資産の取得による支出 △81,419 △23,322

投資有価証券の取得による支出 △694 △685

貸付けによる支出 △230,340 △5,900

貸付金の回収による収入 233,429 15,554

その他 6,478 23,149

投資活動によるキャッシュ・フロー △389,367 △16,753

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） 3,460,000 3,582,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △82,095 △92,943

長期借入金の返済による支出 △452,000 △384,000

自己株式の取得による支出 △87 △222

配当金の支払額 △190,174 △190,024

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,735,642 2,914,808

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △892,811 △317,291

現金及び現金同等物の期首残高 3,189,617 3,225,251

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △10,357 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,286,448 2,907,959
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（４）継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。

（５）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。

４.　補足情報

部門別受注工事高及び売上高

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)

(電気設備工事業） (電気設備工事業）

(兼業事業）

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)

(電気設備工事業） (電気設備工事業）

(兼業事業）

第２四半期

道 路 設 備 1,936,826

13,587,067 61.7 鉄 道 電 気 設 備

千円 ％

受注工事高 売　上　高

平成24年3月期

第２四半期

前年同四半期

合 計 22,001,101 100.0 合 計

構成比率平成24年3月期

第２四半期

2,939,240 13.4

％

72.8

％

小　　　　　計 19,246,018

屋内外電気設備

送 電 線 設 備

8.8

100.0

5.3

20,333,630

6.2

94.7

1,253,253

16.2

送 電 線 設 備

1,087,612

屋内外電気設備

兼 業 売 上

鉄 道 電 気 設 備

千円

前年同四半期

1,782,192

構成比率

1,962,845

当四半期

1,911,200 8.7

平成25年3月期

千円

道 路 設 備 3,563,592

受注工事高

第２四半期

鉄 道 電 気 設 備

1,040,978

9.6

売　上　高

千円 ％

14,247,727 70.1

道 路 設 備

構成比率

20.6 10.3

当四半期

構成比率平成25年3月期

5.91,120,044

1,355,227 6.7 送 電 線 設 備

13,634,896 67.1 鉄 道 電 気 設 備 13,751,822

屋内外電気設備 1,143,083 5.6 屋内外電気設備

道 路 設 備 4,193,353

合 計 20,326,561

5.5

小 計 17,842,807

1,034,113

100.0 合 計

兼 業 売 上 5.5

94.5

送 電 線 設 備

18,883,785 100.0
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