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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 90,127 △12.0 473 △73.6 1,183 △44.7 402 △64.1

23年3月期第1四半期 102,474 7.8 1,795 △0.2 2,141 △6.2 1,121 5.9

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 231百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △830百万円 （―％）

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 1.97 ―

23年3月期第1四半期 5.48 ―

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 334,181 175,776 51.4
23年3月期 353,342 176,808 48.9

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  171,860百万円 23年3月期  172,875百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

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) 211,000 △3.0 0 ― 500 △91.9 200 △92.7 0.98
通期 426,000 △7.9 3,000 △72.1 3,800 △67.3 1,600 △72.7 7.83



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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の開示時点において、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

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 205,288,338 株 23年3月期 205,288,338 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 865,762 株 23年3月期 862,514 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 204,424,645 株 23年3月期1Q 204,456,318 株



（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） 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　銭

第 2 四 半 期 （ 累 計 ） 195,000 △2.5 0 － 500 △90.2 200 △91.3 0.98

通 期 390,000 △7.5 2,500 △71.3 3,300 △66.1 1,300 △73.1 6.36

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

（％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）

※　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。

1株当たり
当期純利益

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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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 

当社グループを取り巻く事業環境は、東日本大震災に伴う経済活動への影響に加え、現下の 

厳しい電力事業経営を反映した電力設備投資の大幅抑制などにより、極めて厳しい状況で推移

いたしました。 

当四半期の連結業績につきましては、電力関連工事の減少により、売上高は901億2千7百万円、

経常利益は11億8千3百万円、四半期純利益は4億2百万円と、前年同四半期実績を下回ることと

なりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

当第１四半期末の資産の状況 

・ 総 資 産    3,341 億 8 千 1 百万円   （対前期末比 94.6％） 

・ 純 資 産    1,757 億 7 千 6 百万円   （対前期末比 99.4％） 

・ 自 己 資 本 比 率    51.4％          （対前期末比  2.5 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 191億 6千万円減少し、

3,341 億 8 千 1 百万円となりました。 

 

（資産の部） 

流動資産は、有価証券が 119 億 9 千 6百万円増加したものの、受取手形・完成工事未収入金等

が 316 億 6 千 6 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 209 億 

9 千 7 百万円減少しました。 

固定資産は、主に有形固定資産が 21 億 2 千万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 18 億 3 千 7百万円増加しました。 

 

（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148億3千6百万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 181 億 2 千 8百万円減少しました。 

 

（純資産の部） 

純資産の部は、主に利益剰余金が 8 億 2 千 3 百万円減少したことから、純資産合計で前連結  

会計年度末に比べ 10 億 3 千 1百万円減少しました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想とその前提となる新規受注高を含む個別業績予想は、平成23年6月13日の公表 

数値から変更しておりません。（個別業績予想は13ページに記載しております。） 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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。 
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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 44,691 43,707

受取手形・完成工事未収入金等 93,515 61,848

有価証券 14,002 25,999

未成工事支出金 46,175 45,595

材料貯蔵品 6,942 7,888

その他 11,632 10,818

貸倒引当金 △562 △459

流動資産合計 216,396 195,398

固定資産   

有形固定資産   

土地 60,366 60,370

その他（純額） 27,403 29,519

有形固定資産合計 87,769 89,890

無形固定資産 2,253 2,174

投資その他の資産   

投資有価証券 22,944 22,604

その他 28,603 28,701

貸倒引当金 △4,625 △4,586

投資その他の資産合計 46,922 46,718

固定資産合計 136,945 138,782

資産合計 353,342 334,181

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 71,808 56,972

短期借入金 8,380 7,860

未払法人税等 858 462

未成工事受入金 29,273 29,049

工事損失引当金 3,788 3,632

その他の引当金 743 551

その他 15,190 11,212

流動負債合計 130,043 109,740

固定負債   

長期借入金 1,000 1,000

退職給付引当金 31,796 31,082

その他の引当金 1,074 1,006

その他 12,620 15,575

固定負債合計 46,490 48,664

負債合計 176,533 158,404
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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 10,264 10,264

資本剰余金 6,426 6,426

利益剰余金 162,597 161,774

自己株式 △491 △492

株主資本合計 178,797 177,972

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,875 1,685

土地再評価差額金 △7,797 △7,797

その他の包括利益累計額合計 △5,921 △6,111

少数株主持分 3,932 3,916

純資産合計 176,808 175,776

負債純資産合計 353,342 334,181
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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) 

完成工事高 102,474 90,127

完成工事原価 94,377 83,598

完成工事総利益 8,097 6,528

販売費及び一般管理費 6,301 6,055

営業利益 1,795 473

営業外収益   

受取配当金 342 274

償却債権取立益 － 213

その他 151 273

営業外収益合計 494 761

営業外費用   

支払利息 34 22

その他 114 28

営業外費用合計 148 50

経常利益 2,141 1,183

特別利益   

前期損益修正益 76 －

投資有価証券売却益 768 －

投資有価証券割当益 432 －

特別利益合計 1,277 －

特別損失   

災害による損失 － 65

その他 1,086 23

特別損失合計 1,086 89

税金等調整前四半期純利益 2,332 1,094

法人税等 1,145 667

少数株主損益調整前四半期純利益 1,187 426

少数株主利益 66 24

四半期純利益 1,121 402
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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利益 1,187 426

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,018 △195

その他の包括利益合計 △2,018 △195

四半期包括利益 △830 231

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △890 212

少数株主に係る四半期包括利益 60 19
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 該当事項なし。  

  

  

該当事項なし。 

  

（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
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４．【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） 

  

  

  
  
  

前事業年度
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日) 

資産の部          

流動資産          

現金預金 36,122 33,567

受取手形・完成工事未収入金 81,068 54,525

有価証券 14,002 25,999

未成工事支出金 44,463 43,110

材料貯蔵品 5,655 6,337

その他 10,160 9,661

貸倒引当金 △409 △354

流動資産合計 191,063 172,845

固定資産          

有形固定資産          

土地 57,092 57,092

その他（純額） 23,595 25,837

有形固定資産合計 80,687 82,929

無形固定資産 1,999 1,924

投資その他の資産          

投資有価証券 26,024 25,702

その他 25,635 25,749

貸倒引当金 △4,021 △3,996

投資その他の資産合計 47,638 47,456

固定資産合計 130,326 132,310

資産合計 321,389 305,155
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（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。 

  

  
  
  

前事業年度
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日) 

負債の部          

流動負債          

支払手形・工事未払金 64,271 51,338

短期借入金 6,100 6,450

未払法人税等 598 344

未成工事受入金 28,181 27,165

完成工事補償引当金 421 410

工事損失引当金 3,576 3,511

その他 13,507 9,983

流動負債合計 116,657 99,204

固定負債          

長期借入金 300 300

退職給付引当金 29,443 28,712

その他 12,638 15,496

固定負債合計 42,382 44,509

負債合計 159,039 143,713

純資産の部          

株主資本          

資本金 10,264 10,264

資本剰余金 6,247 6,247

利益剰余金 152,237 151,513

自己株式 △491 △492

株主資本合計 168,256 167,532

評価・換算差額等          

その他有価証券評価差額金 1,890 1,706

土地再評価差額金 △7,797 △7,797

評価・換算差額等合計 △5,907 △6,090

純資産合計 162,349 161,442

負債純資産合計 321,389 305,155
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（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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

完成工事高 94,268 83,503

完成工事原価 87,503 77,825

完成工事総利益 6,764 5,677

販売費及び一般管理費 5,438 5,137

営業利益 1,326 540

営業外収益          

受取配当金 357 300

償却債権取立益 - 213

その他 166 195

営業外収益合計 524 709

営業外費用          

支払利息 17 16

為替差損 98 8

その他 13 14

営業外費用合計 128 39

経常利益 1,722 1,210

特別利益          

前期損益修正益 20 -

投資有価証券売却益 768 -

投資有価証券割当益 421 -

特別利益合計 1,210 -

特別損失          

災害による損失 - 65

その他 1,051 23

特別損失合計 1,051 89

税引前四半期純利益 1,881 1,121

法人税等 856 618

四半期純利益 1,025 503
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５．補足情報

【参考】個別業績の概要

（１）平成24年3月期第1四半期の個別業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 85,828 △11.2 83,503 △11.4 540 △59.3 1,210 △29.7 503 △50.9

23年3月期第1四半期 96,629 △1.8 94,268 7.1 1,326 △25.2 1,722 △26.3 1,025 △10.2

円　銭

24年3月期第1四半期

23年3月期第1四半期

②個別財政状態

百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期

23 年 3 月 期

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 37,797 44.0 38,241 39.6 △443 △1.2 174,319 42.4

情 報 通 信 工 事 9,789 11.4 12,410 12.8 △2,621 △21.1 41,021 10.0

配 電 線 工 事 31,835 37.1 37,024 38.3 △5,189 △14.0 163,750 39.8

工 務 関 係 工 事 6,405 7.5 8,953 9.3 △2,547 △28.5 32,354 7.8

計 85,828 100.0 96,629 100.0 △10,801 △11.2 411,446 100.0

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 35,441 41.3 43,228 44.7 △7,787 △18.0 193,938 47.1

一 般 得 意 先 50,387 58.7 53,401 55.3 △3,013 △5.6 217,508 52.9

計 85,828 100.0 96,629 100.0 △10,801 △11.2 411,446 100.0

(H23･4･1～H23･6･30) (H22･4･1～H22･6･30)

24年3月期第1四半期 23年3月期第1四半期

24年3月期第1四半期 23年3月期第1四半期

(H23･4･1～H23･6･30) (H22･4･1～H22･6･30)

総　資　産 純　資　産 自己資本比率

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

23年3月期
(H22･4･1～H23･3･31)

23年3月期
(H22･4･1～H23･3･31)

増　　減

増　　減

5.02

2.46

52.9

50.5

305,155

321,389

161,442

162,349
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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 40,090 48.0 42,192 44.8 △2,102 △5.0 175,707 41.7

情 報 通 信 工 事 6,129 7.3 7,275 7.7 △1,146 △15.8 40,921 9.7

配 電 線 工 事 30,901 37.0 36,150 38.3 △5,248 △14.5 162,556 38.6

工 務 関 係 工 事 6,382 7.7 8,649 9.2 △2,267 △26.2 42,362 10.0

計 83,503 100.0 94,268 100.0 △10,764 △11.4 421,549 100.0

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 36,975 44.3 44,961 47.7 △7,986 △17.8 196,280 46.6

一 般 得 意 先 46,528 55.7 49,307 52.3 △2,778 △5.6 225,268 53.4

計 83,503 100.0 94,268 100.0 △10,764 △11.4 421,549 100.0

（２）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） 

①個別業績予想 （％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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

第 2 四 半 期 （ 累 計 ） 180,000 △11.9 195,000 △2.5 0 － 500 △90.2 200 △91.3

通 期 375,000 △8.9 390,000 △7.5 2,500 △71.3 3,300 △66.1 1,300 △73.1

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 177,000 47.2 184,000 47.2

情 報 通 信 工 事 38,000 10.1 38,000 9.7

配 電 線 工 事 133,000 35.5 133,000 34.1

工 務 関 係 工 事 27,000 7.2 35,000 9.0

計 375,000 100.0 390,000 100.0

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 153,000 40.8 153,000 39.2

一 般 得 意 先 222,000 59.2 237,000 60.8

計 375,000 100.0 390,000 100.0

(H23･4･1～H24･3･31) (H23･4･1～H24･3･31)

完成工事高
(H23･4･1～H24･3･31) (H23･4･1～H24･3･31)

新規受注高 完成工事高

24年3月期第1四半期
(H23･4･1～H23･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。

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

23年3月期
(H22･4･1～H23･3･31)

24年3月期第1四半期
(H23･4･1～H23･6･30)

23年3月期
(H22･4･1～H23･3･31)

23年3月期第1四半期
増　　減

(H22･4･1～H22･6･30)

23年3月期第1四半期
増　　減

(H22･4･1～H22･6･30)

㈱関電工（1942）　平成24年3月期 第1四半期決算短信

－13－




