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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 19,752 7.6 △1,632 ― △1,111 ― △652 ―

23年3月期第1四半期 18,363 △8.2 △1,565 ― △1,109 ― △661 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △591百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △2,171百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △11.11 ―

23年3月期第1四半期 △11.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 213,133 177,332 82.7
23年3月期 221,830 178,516 79.9

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  176,193百万円 23年3月期  177,343百万円

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

23年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 54,000 11.9 △700 ― 100 ― 20 ― 0.34
通期 119,000 2.1 1,100 54.2 2,900 10.4 1,600 30.6 27.23



(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 

(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。 

4.  その他

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 65,138,117 株 23年3月期 65,138,117 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 6,380,983 株 23年3月期 6,380,935 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 58,757,147 株 23年3月期1Q 58,759,709 株



  

 (％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率) 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

（参考）個別業績予想
平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 49,000 10.6 100 ― 20 ― 0. 34
通 期 109,000 1.4 2,800 12.9 1,500 12.2 25. 53
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況に

あるものの、サプライチェーン復旧に伴う供給面の制約が和らぎ、持ち直しに向けた動きも見えてきまし

た。 

こうした中で、建設業界においては、依然として低調な公共投資など建設投資の縮小基調が続いてお

り、工事量の減少及び価格の低下により受注競争は一段と激化するなど厳しい状況となりました。 

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などの提

案営業を強化するなど積極的な営業活動の展開と、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、197億５千２百万円（前年同期比7.6％増）となりまし

た。 

営業利益は原価低減の一層の徹底に努めましたが、16億３千２百万円の損失（前年同期は営業損失15億

６千５百万円）、経常利益は財務収益などを加えて11億１千１百万円の損失（前年同期は経常損失11億９

百万円）、四半期純利益は６億５千２百万円の損失（前年同期は四半期純損失６億６千１百万円）となり

ました。 
  

総資産は2,131億３千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ86億９千７百万円の減少となりまし

た。主なものは、有価証券の増加69億５千４百万円、現金預金の減少24億４千２百万円、受取手形・完成

工事未収入金等の減少123億９千９百万円、投資有価証券の減少28億９百万円であります。 

負債は358億円となり、前連結会計年度末に比べ75億１千３百万円の減少となりました。主なものは、

未成工事受入金の増加４億９千７百万円、支払手形・工事未払金等の減少69億２千３百万円、短期借入金

の減少４億４千万円であります。 

純資産は1,773億３千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億８千４百万円の減少となりまし

た。主なものは、利益剰余金の減少12億４千万円であります。 
  

第２四半期累計期間及び通期の業績予想については、平成23年４月28日に公表した値から変更は行って

おりません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

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

２．サマリー情報(その他)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
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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23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部
流動資産
現金預金 14,414 11,971
受取手形・完成工事未収入金等 33,210 20,811
有価証券 17,845 24,799
未成工事支出金 6,612 7,605
材料貯蔵品 370 476
商品 828 1,226
その他 2,884 5,893
貸倒引当金 △171 △117
流動資産合計 75,993 72,667

固定資産
有形固定資産
建物・構築物（純額） 14,875 14,739
土地 12,138 12,138
その他（純額） 2,158 2,307
有形固定資産合計 29,172 29,184

無形固定資産 527 513
投資その他の資産
投資有価証券 94,642 91,833
繰延税金資産 11,471 11,433
その他 10,340 7,793
貸倒引当金 △316 △292
投資その他の資産合計 116,137 110,767

固定資産合計 145,837 140,465
資産合計 221,830 213,133

負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等 22,322 15,399
短期借入金 940 500
未払法人税等 164 43
未成工事受入金 4,124 4,621
完成工事補償引当金 24 25
工事損失引当金 99 194
役員賞与引当金 78 －
その他 3,766 3,052
流動負債合計 31,521 23,837

固定負債
退職給付引当金 9,929 10,134
役員退職慰労引当金 558 358
その他 1,304 1,469
固定負債合計 11,792 11,962

負債合計 43,314 35,800
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６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 187,617 186,377
自己株式 △9,435 △9,435
株主資本合計 181,803 180,563

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △4,460 △4,371
為替換算調整勘定 － 0
その他の包括利益累計額合計 △4,460 △4,370

少数株主持分 1,173 1,139
純資産合計 178,516 177,332

負債純資産合計 221,830 213,133
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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１四半期連結累計期間
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 18,363 19,752
売上原価 16,342 17,669
売上総利益 2,020 2,083
販売費及び一般管理費 3,586 3,715
営業損失（△） △1,565 △1,632
営業外収益
受取利息 164 255
受取配当金 118 137
その他 182 140
営業外収益合計 464 533

営業外費用
支払利息 0 0
災害事故関係費 1 4
工具器具等処分損 1 0
支払手数料 2 2
その他 1 4
営業外費用合計 8 12

経常損失（△） △1,109 △1,111
特別利益
貸倒引当金戻入額 61 －
固定資産処分益 7 －
特別利益合計 69 －

特別損失
固定資産処分損 34 2
投資有価証券評価損 5 －
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 41 －
その他 3 －
特別損失合計 86 2

税金等調整前四半期純損失（△） △1,125 △1,114
法人税、住民税及び事業税 27 25
法人税等調整額 △456 △460
法人税等合計 △428 △434
少数株主損益調整前四半期純損失（△） △697 △679
少数株主損失（△） △35 △26
四半期純損失（△） △661 △652
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間
(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △697 △679
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △1,474 87
為替換算調整勘定 － 0
その他の包括利益合計 △1,474 88

四半期包括利益 △2,171 △591
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 △2,131 △562
少数株主に係る四半期包括利益 △40 △28
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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

－7－

㈱中電工（1941） 平成24年３月期　第１四半期決算短信



  
 

   

   

 

 
   

 

   

 

 

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 ％
24年３月期第１四半期 18,246 8.2 △1,477 ─ △936 ─ △551 ─
23年３月期第１四半期 16,858 △8.9 △1,382 ─ △911 ― △558 ─

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

24年３月期第１四半期 △9 38 ─ ─
23年３月期第１四半期 △9 51 ─ ─

(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 ％
24年３月期第１四半期 206,935 173,675 83.9
23年３月期 215,072 174,723 81.2
(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 173,675百万円 23年３月期 174,723百万円

(3) 部門別受注実績 （単位：百万円、％）
期 別

区 分

平成23年３月期第１四半期 平成24年３月期第１四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電線工事 5,755 23.1 5,879 29.1 123 2.1

発送変電工事 731 2.9 760 3.8 29 4.0

情報通信工事 5,935 23.9 828 4.1 △ 5,106 △ 86.0

屋内電気工事 9,206 37.0 9,498 47.0 291 3.2

空調・管工事 3,264 13.1 3,227 16.0 △ 36 △ 1.1

合   計 24,893 100.0 20,194 100.0 △ 4,698 △ 18.9

(4) 得意先別受注実績 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成23年３月期第１四半期 平成24年３月期第１四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

中国電力㈱ 7,198 28.9 7,312 36.2 113 1.6

一般得意先 17,694 71.1 12,882 63.8 △ 4,812 △ 27.2

合    計 24,893 100.0 20,194 100.0 △ 4,698 △ 18.9

－8－

㈱中電工（1941） 平成24年３月期　第１四半期決算短信

G0149
線

G0149
線




