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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 95,025 △0.8 1,799 △15.4 2,282 △15.9 1,058 △32.6

21年3月期第1四半期 95,775 ― 2,128 ― 2,714 ― 1,570 ―

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

22年3月期第1四半期 5.18 ―

21年3月期第1四半期 7.68 ―

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月期第1四半期 365,388 175,175 47.0 839.50
21年3月期 379,093 172,487 44.6 826.08

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  171,718百万円 21年3月期  168,980百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 ― 6.00 14.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

224,000 5.2 4,500 13.7 5,000 8.6 2,500 △13.8 12.22

通期 474,000 0.0 8,400 △5.2 9,400 △4.6 4,700 △15.9 22.98
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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は、本資料の発表日現在において想定される経済情勢や市場動向などを前提としたものであり、今後の様々な要因に
よって、実際の業績は予想値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、3ページをご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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月期第1四半期 205,288,338株 21年3月期  205,288,338株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  740,753株 21年3月期  732,351株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 204,550,958株 21年3月期第1四半期 204,629,158株
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当社グループを取り巻く事業環境は、民間建設投資が引き続き減少していることに加え、電力設備投資も流通設

備を中心に更なる抑制措置が講じられており極めて厳しい状況で推移いたしました。 

このような情勢下にあって当社グループは、価格競争力の強化と利益の創出を図るため工事原価の低減に注力い

たしました。しかしながら、配電線部門における工事量の減少等の影響により、当第１四半期における売上高は950

億2千5百万円、経常利益は22億8千2百万円、四半期純利益は10億5千8百万円と、前年同四半期実績を下回ることと

なりました。 

なお、第１四半期は売上高の計上が少なくなる傾向にあります。 

  

  

 当四半期末の資産の状況 

 ・ 総  資  産  3,653億8千8百万円  （対前期末比  96.4％） 

 ・ 純  資  産  1,751億7千5百万円  （対前期末比 101.6％） 

 ・ 自己資本比率  47.0％       （対前期末比 2.4ポイント増） 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ137億5百万円減少し、3,653億8千8百万円

となりました。 

  

（資産の部） 

流動資産は、有価証券が130億1百万円増加したものの、受取手形・完成工事未収入金等が273億3百万円減少した

ことなどから、流動資産合計で前連結会計年度末に比べ148億3千6百万円減少しました。 

固定資産は、主に投資有価証券が39億1千5百万円増加したことから、固定資産合計で前連結会計年度末に比べ11

億3千1百万円増加しました。 

  

（負債の部） 

負債の部は、主に流動負債の支払手形・工事未払金等が168億8千4百万円減少したことから、負債合計で前連結

会計年度末に比べ163億9千3百万円減少しました。 

  

（純資産の部） 

 純資産の部は、主にその他有価証券評価差額金が29億1千2百万円増加したことから、純資産合計で前連結会計年

度末に比べ26億8千8百万円増加しました。 

  

民間建設投資の低迷と電力設備投資の抑制措置など、当社グループを取り巻く事業環境は概ね期初に想定した通

りに推移していることから、連結業績予想は平成21年4月30日公表の予想数値を変更しておりません。 

また、連結業績予想の前提となる新規受注高を含む個別業績予想につきましても同様に変更しておりません。 

  

  

定性的情報・財務諸表等

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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該当事項なし。  

   

①簡便な会計処理 

（イ）一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度に算定したものから著しい変動がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定して

いる。 

（ロ）棚卸資産の評価方法 

一部の棚卸資産は、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法

により算定している。 

（ハ）固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法による減価償却費は、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定している。 

（ニ）経過勘定項目の算定方法 

一部の経過勘定項目は、合理的な算定方法による概算額で計上している。 

（ホ）法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断は、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度で使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用している。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当第１四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

算している。  

   

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、主に工事完成基準を適用していたが、「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)を当第１四半期連結会計期間より適

用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗

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(工事の進捗率の見積りは原価

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。 

これにより、完成工事高は86百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は、それぞれ10百万円増加している。  

②重要な引当金の計上基準の変更 

退職給付引当金 

当社は、数理計算上の差異について、従来、発生額の概ね90％が費用処理される定率法(５年)を採

用していたが、数理計算上の差異を発生年度ごとに管理するとともに、各連結会計年度の発生額を平

均残存勤務期間内の一定の年数で按分する方法により全額費用処理し、期間損益計算の適正化を図る

ため、当第１四半期連結会計期間から定額法(５年)に変更している。  

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ249百万円増加して

いる。  

  

４．その他

（1）期中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）

（2）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５.【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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 36,782 44,320

受取手形・完成工事未収入金等 57,017 84,321

有価証券 24,003 11,001

未成工事支出金 85,067 78,614

材料貯蔵品 8,182 7,025

その他 13,140 13,842

貸倒引当金 △2,084 △2,180

流動資産合計 222,108 236,944

固定資産   

有形固定資産   

土地 59,240 59,290

その他（純額） 29,779 30,512

有形固定資産合計 89,019 89,802

無形固定資産 2,227 2,264

投資その他の資産   

投資有価証券 34,261 30,345

その他 22,758 24,745

貸倒引当金 △4,986 △5,009

投資その他の資産合計 52,033 50,081

固定資産合計 143,280 142,148

資産合計 365,388 379,093

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 65,383 82,267

短期借入金 10,934 10,264

未払法人税等 1,410 2,342

未成工事受入金 49,753 45,089

工事損失引当金 2,977 2,994

その他の引当金 695 965

その他 11,937 14,597

流動負債合計 143,091 158,520

固定負債   

長期借入金 1,212 1,282

退職給付引当金 33,376 34,213

その他の引当金 924 923

その他 11,607 11,666

固定負債合計 47,120 48,085

負債合計 190,212 206,605
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,264 10,264

資本剰余金 6,426 6,426

利益剰余金 156,445 156,614

自己株式 △420 △415

株主資本合計 172,715 172,889

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,794 3,881

土地再評価差額金 △7,791 △7,791

評価・換算差額等合計 △997 △3,909

少数株主持分 3,457 3,507

純資産合計 175,175 172,487

負債純資産合計 365,388 379,093
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

完成工事高 95,775 95,025

完成工事原価 87,866 87,000

完成工事総利益 7,909 8,024

販売費及び一般管理費 5,781 6,225

営業利益 2,128 1,799

営業外収益   

受取配当金 389 345

その他 273 205

営業外収益合計 662 551

営業外費用   

支払利息 54 43

その他 22 24

営業外費用合計 76 68

経常利益 2,714 2,282

特別利益   

前期損益修正益 123 128

その他 － 11

特別利益合計 123 139

特別損失   

投資有価証券評価損 452 9

減損損失 － 5

その他 12 4

特別損失合計 465 18

税金等調整前四半期純利益 2,371 2,403

法人税等 765 1,388

少数株主利益又は少数株主損失（△） 34 △43

四半期純利益 1,570 1,058
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 2,371 2,403

減価償却費 1,258 1,352

貸倒引当金の増減額（△は減少） △113 △118

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △16

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,320 △836

受取利息及び受取配当金 △464 △410

支払利息 54 43

投資有価証券評価損益（△は益） 452 9

投資有価証券売却損益（△は益） 9 △11

持分法による投資損益（△は益） △30 －

売上債権の増減額（△は増加） 25,532 27,329

未成工事支出金の増減額（△は増加） △13,450 △6,452

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） － △1,156

仕入債務の増減額（△は減少） △18,479 △16,638

未成工事受入金の増減額（△は減少） 9,170 4,664

その他 △3,071 △1,789

小計 1,919 8,370

利息及び配当金の受取額 465 421

利息の支払額 △54 △43

法人税等の支払額 △647 △2,250

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,683 6,497

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △1,523 1,777

有価証券の取得による支出 △2,000 △5,000

有価証券の売却及び償還による収入 － 4,000

有形固定資産の取得による支出 △1,897 △1,261

有形固定資産の売却による収入 8 14

投資有価証券の取得による支出 △3 △51

投資有価証券の売却及び償還による収入 36 58

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

804 －

貸付けによる支出 △17 △0

貸付金の回収による収入 5 5

その他 △75 △91

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,661 △549

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） 573 670

長期借入金の返済による支出 △70 △70

配当金の支払額 △1,227 △1,227

その他 △19 △89

財務活動によるキャッシュ・フロー △744 △717

現金及び現金同等物に係る換算差額 27 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,695 5,236

現金及び現金同等物の期首残高 37,503 41,060

現金及び現金同等物の四半期末残高 33,807 46,296
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 該当事項なし。 

  

該当事項なし。 

   

  

（4）継続企業の前提に関する注記

（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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【参考】 

【四半期個別財務諸表】 

(1)【四半期貸借対照表】 

 （単位：百万円） 

  

  

 
  
  

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金預金 24,085 34,578

受取手形・完成工事未収入金  51,123 75,083

有価証券  24,003 11,001

未成工事支出金 80,462 74,422

材料貯蔵品 6,129 4,098

その他 11,244 11,625

貸倒引当金 △1,887 △1,915

流動資産合計 195,160 208,895

固定資産 

有形固定資産 

土地 56,211 56,211

その他（純額） 23,998 24,588

有形固定資産合計 80,209 80,800

無形固定資産 2,004 2,095

投資その他の資産 

投資有価証券 37,280 33,433

その他 20,084 22,048

貸倒引当金 △4,209 △4,211

投資その他の資産合計 53,155 51,269

固定資産合計 135,369 134,165

資産合計 330,530 343,060
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【参考】 

 （単位；百万円） 

  

（注）この四半期貸借対照表は、法定開示のレビュー対象ではありませんが、四半期財務諸表等規則に基づいて作成

しております。 

  

 
  
  

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金 58,283 72,536

短期借入金 6,200 5,950

未払法人税等 1,248 2,029

未成工事受入金 45,812 42,252

完成工事補償引当金 434 434

工事損失引当金 2,931 2,871

その他 9,471 12,543

流動負債合計 124,382 138,617

固定負債 

長期借入金 400 400

退職給付引当金 31,177 32,035

その他 11,369 11,603

固定負債合計 42,946 44,038

負債合計 167,328 182,656

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,264 10,264

資本剰余金 6,247 6,246

利益剰余金 148,102 148,188

自己株式 △420 △415

株主資本合計 164,193 164,284

評価・換算差額等          

その他有価証券評価差額金 6,800 3,910

土地再評価差額金 △7,791 △7,791

評価・換算差額等合計 △991 △3,880

純資産合計 163,201 160,403

負債純資産合計 330,530 343,060
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【参考】 

(2)【四半期損益計算書】 

（単位：百万円） 

  

（注）この四半期損益計算書は、法定開示のレビュー対象ではありませんが、四半期財務諸表等規則に基づいて作成

しております。 

 
  
  

前第１四半期累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

完成工事高 88,541 88,025

完成工事原価 81,382 80,843

完成工事総利益 7,159 7,181

販売費及び一般管理費 5,200 5,408

営業利益 1,958 1,773

営業外収益 

受取配当金 387 370

その他 256 235

営業外収益合計 644 605

営業外費用 

支払利息 26 21

その他 16 19

営業外費用合計 42 40

経常利益 2,560 2,338

特別利益 

前期損益修正益 44 33

投資有価証券売却益 － 11

特別利益合計 44 44

特別損失 

投資有価証券評価損 452 9

会員権評価損 － 3

固定資産除却損 － 1

その他 11 －

特別損失合計 464 13

税引前四半期純利益 2,140 2,369

法人税等  650  1,228

四半期純利益  1,490  1,141
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６．その他の情報

【参考】個別業績の概要

１.平成22年3月期第1四半期の個別業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

(1)個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 98,370 △18.9 88,025 △0.6 1,773 △9.5 2,338 △8.7 1,141 △23.4

21年3月期第1四半期 121,348 2.0 88,541 - 1,958 - 2,560 - 1,490 -

円 銭

22年3月期第1四半期 5.58

21年3月期第1四半期 7.28

(2)個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 797.87

21 年 3 月 期 784.16

(3)工事種別新規受注高 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 43,086 43.8 64,566 53.2 △21,480 △33.3 206,199 46.0

情 報 通 信 工 事 11,418 11.6 9,027 7.4 2,390 26.5 39,560 8.9

配 電 線 工 事 36,048 36.6 38,170 31.5 △2,122 △5.6 166,788 37.2

工 務 関 係 工 事 7,817 8.0 9,583 7.9 △1,765 △18.4 35,490 7.9

計 98,370 100.0 121,348 100.0 △22,978 △18.9 448,038 100.0

(4)得意先別新規受注高 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

東 京 電 力 40,525 41.2 43,983 36.2 △3,458 △7.9 189,848 42.4

一 般 得 意 先 57,845 58.8 77,365 63.8 △19,520 △25.2 258,189 57.6

計 98,370 100.0 121,348 100.0 △22,978 △18.9 448,038 100.0

21年3月期
(H20･4･1～H21･3･31)

21年3月期
(H20･4･1～H21･3･31)

増　　減

増　　減

49.4

46.8

330,530

343,060

163,201

160,403

1株当たり純資産

四半期純利益

1株当たり
四半期純利益

新規受注高 売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益

総　資　産 純　資　産 自己資本比率

22年3月期第1四半期 21年3月期第1四半期

22年3月期第1四半期 21年3月期第1四半期

(H21･4･1～H21･6･30) (H20･4･1～H20･6･30)

(H21･4･1～H21･6･30) (H20･4･1～H20･6･30)
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(5)工事種別完成工事高 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 39,155 44.5 36,756 41.5 2,399 6.5 195,483 45.0

情 報 通 信 工 事 8,797 10.0 6,361 7.2 2,435 38.3 41,062 9.4

配 電 線 工 事 35,365 40.2 38,010 42.9 △2,644 △7.0 166,205 38.2

工 務 関 係 工 事 4,706 5.3 7,413 8.4 △2,706 △36.5 32,046 7.4

計 88,025 100.0 88,541 100.0 △516 △0.6 434,798 100.0

(6)得意先別完成工事高 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

東 京 電 力 39,113 44.4 42,960 48.5 △3,846 △9.0 189,024 43.5

一 般 得 意 先 48,911 55.6 45,581 51.5 3,329 7.3 245,774 56.5

計 88,025 100.0 88,541 100.0 △516 △0.6 434,798 100.0

２.平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

(1)個別業績予想 （％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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

第 2 四 半 期 累 計 期 間 211,000 △10.5 205,000 4.1 4,000 13.2 4,500 5.7 2,300 △14.2

通 期 420,000 △6.3 428,000 △1.6 7,000 0.3 8,000 △1.8 4,100 △12.1

(2)工事種別新規受注高・完成工事高予想 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 195,000 46.4 200,000 46.7

情 報 通 信 工 事 40,000 9.5 40,000 9.4

配 電 線 工 事 155,000 36.9 155,000 36.2

工 務 関 係 工 事 30,000 7.2 33,000 7.7

計 420,000 100.0 428,000 100.0

(3)得意先別新規受注高・完成工事高予想 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比

東 京 電 力 175,000 41.7 175,000 40.9

一 般 得 意 先 245,000 58.3 253,000 59.1

計 420,000 100.0 428,000 100.0

21年3月期第1四半期
増　　減

(H20･4･1～H20･6･30)

21年3月期第1四半期
増　　減

(H20･4･1～H20･6･30)

21年3月期
(H20･4･1～H21･3･31)

21年3月期
(H20･4･1～H21･3･31)

22年3月期第1四半期
(H21･4･1～H21･6･30)

※　業績予想の適切な利用に関する説明

　本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において想定される経済情勢や市場動向などを前提としたものであり、今後の
様々な要因によって、実際の業績は予想値と異なる可能性があります。

新規受注高 売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益

新規受注高 完成工事高
(H21･4･1～H22･3･31) (H21･4･1～H22･3･31)

新規受注高 完成工事高
(H21･4･1～H22･3･31) (H21･4･1～H22･3･31)

22年3月期第1四半期
(H21･4･1～H21･6･30)
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