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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 39,056 2.3 364 △7.2 395 △8.5 140 73.7
21年3月期 38,173 △4.2 392 △9.6 432 △1.6 81 △14.4

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 7.92 ― 1.2 1.5 0.9
21年3月期 4.56 ― 0.7 1.6 1.0

（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 26,092 11,565 44.2 648.21
21年3月期 27,430 11,495 41.8 643.97

（参考） 自己資本  22年3月期  11,537百万円 21年3月期  11,467百万円

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 970 △1,294 △278 2,466
21年3月期 1,235 △165 △44 3,054

2.  配当の状況 

（注） 平成22年３月期 期末配当金の内訳 記念配当 ２円 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ― 0.00 ― 5.00 5.00 89 109.7 0.8
22年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 124 88.4 1.1

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 80.9

3.  23年3月期の連結業績予想（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2四半期連結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 
連結累計期間

16,500 △7.0 △340 ― △340 ― △250 ― △14.04

通期 41,100 5.2 300 △17.6 310 △21.7 110 △22.0 6.18
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 17,940,000株 21年3月期 17,940,000株

② 期末自己株式数 22年3月期 141,388株 21年3月期 132,733株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 38,642 2.1 370 2.0 402 △0.3 148 17.8
21年3月期 37,832 △4.0 363 △11.8 404 △3.3 126 49.3

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
円 銭 円 銭

22年3月期 8.34 ―

21年3月期 7.08 ―

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 25,777 11,591 45.0 650.95
21年3月期 27,087 11,522 42.5 646.78

（参考） 自己資本 22年3月期  11,591百万円 21年3月期  11,522百万円

※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「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧くださ
い。 
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（1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済対策の効果や新興国の高い経済成長率に支えられ、輸出関連

企業を中心とした好況感が出てきましたが、未だ所得・雇用環境は厳しく、失業率も高い水準で推移するなど、厳しい

経済環境が続きました。 

 当業界におきましても、政府の経済対策による建設投資の拡大が図られたものの、民間の建設投資は依然回復せず、

全体の建設投資の減少傾向に歯止めが掛らない、厳しい環境で推移いたしました。 

 この様な厳しい経済状況の中、当社グループの電気設備工事事業は顧客密着型の営業活動と採算性を重視した受注確

保を最重要課題として活動してまいりましたが、受注工事高は254億69百万円（対前年同期比21.2％減）に止まりまし

た。一方、完成工事高は大型物件の売上計上や会計基準の変更により、313億17百万円（対前年同期比11.6％増）とな

りました。 

 また、商品販売事業は、設備投資の低迷の影響を受け、主力の機器品等の売上げが大きく後退し、商品売上高は77億

38百万円（対前年同期比23.5％減）と前年を下回りましたが、完成工事高と商品売上高を併せた売上高合計は、完成工

事高の堅調な伸びにより、390億56百万円（対前年同期比2.3％増）と前年を上回りました。 

 損益につきましては、当社グループ全体で取り組んでいます「ＫＣＩ（弘電社 コスト イノベーション）活動」によ

り、施工方法の改善、施工品質の向上等による工事原価低減策や資材コストの圧縮、固定費削減策等の諸施策を強力に

推進いたしましたが、為替差損31百万円の発生、貸倒引当金の積み増し等により、営業利益は３億64百万円（対前年同

期比7.2％減）となり、経常利益も３億95百万円（対前年同期比8.5％減）に止まりました。なお、当期純利益は税金費

用の減少等により、１億40百万円（対前年同期比73.7％増）となりました。 

  

②次期の見通し 

 今後の見通しといたしましては、政府の経済対策効果により、景気二番底の回避は期待できるものの、所得・雇用

環境の改善には至らず、個人消費の低迷は続き、景気の先行き不透明感は今後も続くものと思われます。 

 このような事業環境の中、当社では引き続き「ＫＣＩ（弘電社 コスト イノベーション）活動」を推進し、強固な

経営基盤、安定した収益、事業の成長を実現するため経営改革・事業革新を断行してまいります。 

 この方針のもと、平成22年度より組織の改編を実行し、顧客のリニューアル・ニーズに迅速に対応するため、リニ

ューアル事業部を新たに設立いたしました。新規（新築）案件の減少の中、今後より一層のリニューアル事業の拡大

に努めてまいります。 

 さらに、環境事業であるバッテリードック事業の推進を図ると共に、海外においては中国現地法人「弘電社機電工

程（北京）有限公司」及び「弘電社物業管理（北京）有限公司」による建設技術コンサルタント事業・総合設備請負

工事事業及び建物賃貸事業・ビルメンテナンス事業等の着実な進展を図ってまいります。 

 以上のように、当社グループは受注・売上の拡大と安定した利益の確保ができる体制とすることで、企業価値の維

持・向上を図り、技術と創造力で、より豊かな人間社会の実現に貢献する企業グループを目指し、今後とも邁進する

所存であります。 

１．経営成績

㈱弘電社（1948）　平成22年３月期　決算短信

3



（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ、16億64百万円の減少となりました。これは主として未成工事支出金による17

億93百万円の減少等によるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ、３億26百万円の増加となりました。これは主として投資有価証券の新規購入

等による５億円の増加、有形固定資産の減価償却費等による77百万円の減少によるものであります。 

負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ、14億22百万円の減少となりました。これは主として支払手形・工事未払金等

による8億58百万円の減少、未成工事受入金による10億62百万円の減少によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ、14百万円の増加となりました。これは主として長期リース債務による８百万

円の増加、退職給付引当金による７百万円の増加によるものであります。 

純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、70百万円の増加となりました。これは主として利益剰余金による51百万円

の増加、その他有価証券評価差額金による10百万円の増加によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は24億66百万円となり、前連結

会計年度末より５億88百万円減少となりました。 

 各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動による資金の増加は９億70百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益３億99百万円、未成工

事支出金の減少額17億93百万円、仕入債務の減少額８億58百万円、未成工事受入金の減少額10億62百万円等によるもの

であります。 

また、前連結会計年度と比べ２億64百万円の減少となりました。 

  

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動による資金の減少は12億94百万円となりました。これは主に貸付けによる支出８億20百万円、投資有価証券

の取得による支出４億94百万円、定期預金の払戻による収入１億円等によるものであります。 

また、前連結会計年度と比べ11億29百万円の減少となりました。 

  

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動による資金の減少は２億78百万円となりました。これは主に短期借入金の純減額１億90百万円、配当金の支

払額80百万円によるものであります。 

また、前連結会計年度と比べ２億34百万円の減少となりました。 

㈱弘電社（1948）　平成22年３月期　決算短信
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（参考）キャッシュ・フロ－関連指標の推移 

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロ－／利払い 

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

  

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営方針として位置付け、財務体質の強化と将来の事業展開に備える

ための内部留保の充実、また、今後の業績の動向等を総合的に判断し、安定的な配当に努めることを基本方針としてお

ります。 

 上記の方針に基づき、当期の配当につきましては１株当たり５円の普通配当といたします。また、当社は平成22年３

月１日に創業１００周年を迎えられたことを株主の皆様に感謝申し上げますとともに、記念配当を１株当たり２円実施

し、合計７円とさせていただきます。次期の配当金につきましても、上記の基本方針に基づき、１株当たり５円の配当

を予定しております。 

  

（4）事業等のリスク 

①海外投資について 

 当社グループは経済成長の続く中国において、総合設備請負工事事業、内装工事事業及びグループ内からの設計・

積算業務委託並びに日系企業等への建設技術コンサルタント事業等を事業目的とした100％子会社の弘電社機電工程

（北京）有限公司と建物賃貸事業、ビルメンテナンス事業等を事業目的とした弘電社物業管理（北京）有限公司を中

華人民共和国北京市に設立し事業を展開しています。しかしながら、為替変動や人件費の高騰、日系企業の投資抑制

等、建設需要が冷え込む可能性があります。また、法的規制や変更、商習慣、慣習の違い、雇用問題等不測の事態が

発生した場合、経営状態が大きく変動する可能性があるなど、カントリーリスクが存在しています。 

   

②景気変動について   

 当社グループは、ＣＡＤセンターによる現場業務の効率化や中国子会社での設計・積算業務の推進によるコスト低

減を図ることにより価格対応力を高め、受注活動を有利に導き目標達成を図ることとしています。しかしながら、景

気動向により民間需要の冷え込みや公共投資の縮小による当社グループの受注量の減少、また、受注競争激化による

粗利率の低下により、当社の業績に悪影響が出る可能性があります。 

  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（％）       42.9       39.0      41.6            41.8            44.2

時価ベースの        

自己資本比率（％） 
      35.5       21.9       13.7             7.8            13.0

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（％） 
             －              －      377.8           117.1           132.6

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 
             －              －            12.6            45.4            43.9
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③親会社の業績変動について 

 当社の親会社は三菱電機株式会社であり、当連結会計年度末現在、当社議決権の51.9％(間接所有分0.4％を含む)

を所有しております。 

当社グループは親会社より当連結会計年度において53億69百万円の工事を受注しており、当社グループの全受注工

事高の21.1％を占めています。親会社の経営成績の状態及び設備投資状況は、当社グループの経営成績に大きく影響

を与える可能性があります。 

  

④退職給付債務について 

 従業員退職給付費用及び債務は、割引率、年金資金長期収益等、数理計算上で設定され、割引率の低下等実際の結

果が前提条件と異なる場合、当初算出された費用及び債務に影響を及ぼします。 

 また、当社においては、適格退職年金制度のほか、退職給付信託を設定し年金資産の運用を行っており、割引率低

下や年金資産運用利回りの悪化は、業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤工事損失引当金について 

 厳しい受注環境が続く中、受注価格の下落が今後も続き損失が見込まれる工事の受注が生じた場合には、工事損失

引当金を計上することにより業績に悪影響が生じる可能性があります。 

  

㈱弘電社（1948）　平成22年３月期　決算短信
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 当社の企業集団は、当社、子会社４社、親会社、親会社の子会社１社で構成され、電気設備工事事業（屋内線工事、

送電線工事、発変電工事、通信工事、空調工事の設計・施工・請負）並びに商品販売事業（汎用電気機器、産業用電

気・電子機器、冷熱住設機器、昇降機等の販売）を主な事業として事業活動を展開をしております。 

 当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。なお、事業の

種類別セグメントとは同一の区分です。 

 

 電気設備工事事業   

  当社の受注した電気設備工事の一部につき、その施工の一部を子会社の弘電工事株式会社、株式会社弘電テクノス、

弘電社機電工程(北京)有限公司に、設計積算等業務の一部を子会社弘電社機電工程(北京)有限公司に、機器の一部につ

いては親会社三菱電機株式会社に発注しております。また、工事の一部につき、親会社三菱電機株式会社より受注して

おります。 

商品販売事業 

  親会社三菱電機株式会社との代理店契約・特約店契約等に基づき、同社の製造する商品を当社が仕入・販売してお

り、また、同社子会社である三菱電機住環境システムズ株式会社より、親会社三菱電機株式会社の製造する住宅設備機

器及び冷熱住設機器を当社が仕入・販売しております。 

  

事業の系統図は次のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況
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（1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは「創造する喜びを通して、豊かな人間社会の実現に貢献する」ことを企業理念とし、「電気」

という社会的貢献度の高い事業の担い手として、存在価値の高い企業を目指しております。 

 その実現のために 

①顧客第一の精神に徹する。 

②社会ニーズ、変化を先取りする技術集団をつくる。 

③人を活かし、人を育てる、人間尊重の企業を目指す。 

④信用を高め、業界での確固たる地位を築く。 

⑤適正利潤を確保し、企業発展基盤を確立する。 

を経営の基本方針とし、社会が企業に対し求めている安全の確保・品質の向上・環境の保全に努めて、社会への

貢献を果たしてまいります。 

  

（2）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループを取巻く建設業界では、長引く景気低迷の影響を受け、政府の経済対策はあるものの、民間設備

投資の抑制傾向は依然続き、受注環境の厳しさはさらに一段と厳しくなるものと思われ、当社グループの経営状

況も予断を許さないものと予測されます。 

 このような環境下で、当社グループは強固な経営基盤をベースにした、高い収益力を確保出来る企業への転換

を最優先課題とし、全社員が 

①Ｃompliance（コンプライアンス即ち法令遵守の徹底） 

②Ｓafety（安全管理の徹底） 

③Ｑuality（技術力／品質の向上） 

④Ｃost（コスト低減）  

⑤Ｄelivery（工期／工程の遵守） 

⑥Ｓervice（顧客サービス力の向上） 

⑦Ｅnvironment（環境対策の徹底と環境改善事業の拡大） 

の７つの行動基準のもと、企業価値の向上と、持続的な発展を目指してまいります。 

  

（3）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、企業倫理の確立と法令遵守体制を強化し、経営者、従業員共に遵法意識を高め企業の社会的

責任を果たしつつ、透明性の高い経営に努めてまいります。また、管理体制面では内部統制システムの整備・運

用を図りコーポレートガバナンスの充実・強化に取組んでまいります。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,063 2,527

受取手形・完成工事未収入金等 15,246 15,377

未成工事支出金 1,954 161

商品 498 469

短期貸付金 628 1,444

繰延税金資産 527 372

その他 442 366

貸倒引当金 △32 △56

流動資産合計 22,327 20,663

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,493 1,436

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 65 54

土地 921 910

有形固定資産合計 2,479 2,401

無形固定資産 74 80

投資その他の資産   

投資有価証券 1,129 1,629

繰延税金資産 413 386

その他 1,310 1,308

貸倒引当金 △304 △378

投資その他の資産合計 2,548 2,946

固定資産合計 5,103 5,429

資産合計 27,430 26,092

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 11,139 10,281

短期借入金 1,447 1,257

リース債務 4 8

未払法人税等 66 103

賞与引当金 338 428

完成工事補償引当金 10 10

工事損失引当金 13 243

未成工事受入金 1,538 476

その他 965 1,292

流動負債合計 15,524 14,102

固定負債   

リース債務 15 24

退職給付引当金 80 87

役員退職慰労引当金 153 152

その他 161 160

固定負債合計 410 424

負債合計 15,935 14,527
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,520 1,520

資本剰余金 1,070 1,070

利益剰余金 8,905 8,957

自己株式 △46 △47

株主資本合計 11,449 11,500

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18 29

為替換算調整勘定 △1 7

評価・換算差額等合計 17 37

少数株主持分 27 28

純資産合計 11,495 11,565

負債純資産合計 27,430 26,092
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 28,059 31,317

商品売上高 10,114 7,738

売上高合計 38,173 39,056

売上原価   

完成工事原価 26,701 29,731

商品売上原価 8,790 6,608

売上原価合計 35,491 36,339

売上総利益   

完成工事総利益 1,357 1,586

商品売上総利益 1,324 1,130

売上総利益合計 2,682 2,716

販売費及び一般管理費 2,290 2,352

営業利益 392 364

営業外収益   

受取利息 5 4

受取配当金 14 19

受取家賃 83 69

受取保険金 40 30

債務勘定整理益 － 39

その他 17 14

営業外収益合計 161 177

営業外費用   

支払利息 27 21

売上割引 27 23

固定資産除却損 7 7

投資有価証券評価損 0 －

賃貸費用 47 43

為替差損 － 31

その他 10 18

営業外費用合計 121 145

経常利益 432 395

特別利益   

固定資産売却益 － 3

特別利益合計 － 3

特別損失   

減損損失 29 －

特別損失合計 29 －

税金等調整前当期純利益 403 399

法人税、住民税及び事業税 37 77

法人税等調整額 283 181

法人税等合計 320 258

少数株主利益 1 0

当期純利益 81 140
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 1,520 1,520

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,520 1,520

資本剰余金   

前期末残高 1,071 1,070

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 1,070 1,070

利益剰余金   

前期末残高 8,913 8,905

当期変動額   

剰余金の配当 △89 △88

当期純利益 81 140

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △8 51

当期末残高 8,905 8,957

自己株式   

前期末残高 △44 △46

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 △46 △47

株主資本合計   

前期末残高 11,460 11,449

当期変動額   

剰余金の配当 △89 △88

当期純利益 81 140

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △10 50

当期末残高 11,449 11,500
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 78 18

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 10

当期変動額合計 △59 10

当期末残高 18 29

為替換算調整勘定   

前期末残高 16 △1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17 8

当期変動額合計 △17 8

当期末残高 △1 7

評価・換算差額等合計   

前期末残高 95 17

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △77 19

当期変動額合計 △77 19

当期末残高 17 37

少数株主持分   

前期末残高 26 27

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 27 28

純資産合計   

前期末残高 11,582 11,495

当期変動額   

剰余金の配当 △89 △88

当期純利益 81 140

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76 19

当期変動額合計 △87 70

当期末残高 11,495 11,565
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(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   

税金等調整前当期純利益 403 399

減価償却費 127 122

減損損失 29 －

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 97

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2 △0

工事損失引当金の増減額（△は減少） 6 230

退職給付引当金の増減額（△は減少） △244 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 39 △0

受取利息及び受取配当金 △20 △23

支払利息 27 21

受取保険金 △40 △30

有形固定資産除却損 7 7

有形固定資産売却損益（△は益） － △3

売上債権の増減額（△は増加） 1,232 △128

未払金の増減額（△は減少） △227 △125

未成工事支出金の増減額（△は増加） △320 1,793

たな卸資産の増減額（△は増加） △25 29

仕入債務の増減額（△は減少） △1,160 △858

未成工事受入金の増減額（△は減少） 978 △1,062

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 90

未収消費税等の増減額（△は増加） △59 59

未払消費税等の増減額（△は減少） △203 358

その他の流動資産の増減額（△は増加） 367 △87

その他の流動負債の増減額（△は減少） 322 84

その他 2 △7

小計 1,250 973

利息及び配当金の受取額 20 23

利息の支払額 △27 △21

保険金の受取額 40 30

法人税等の支払額 △48 △34

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,235 970
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 － △52

定期預金の払戻による収入 46 100

有形固定資産の取得による支出 △21 △44

無形固定資産の取得による支出 △11 △7

有形固定資産の売却による収入 － 12

投資有価証券の取得による支出 － △494

投資有価証券の売却による収入 6 5

貸付けによる支出 △128 △820

貸付金の回収による収入 3 3

その他の支出 △91 △50

その他の収入 30 52

投資活動によるキャッシュ・フロー △165 △1,294

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） 50 △190

自己株式の純増減額（△は増加） △2 △1

配当金の支払額 △88 △80

その他 △3 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △44 △278

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,005 △588

現金及び現金同等物の期首残高 2,049 3,054

現金及び現金同等物の期末残高 3,054 2,466
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該当事項はありません。  

   

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１.連結の範囲に関する事項 すべての子会社（４社）を連結しておりま

す。 

連結子会社名は、弘電工事株式会社、株式

会社弘電テクノス、弘電社機電工程（北

京）有限公司並びに弘電社物業管理（北

京）有限公司であります。 

このうち当連結会計年度に弘電社物業管理

（北京）有限公司を、建物の設備保守及び

賃貸等を事業目的として中華人民共和国北

京市に新たに設立いたしました。 

すべての子会社（４社）を連結しておりま

す。 

連結子会社名は、弘電工事株式会社、株式

会社弘電テクノス、弘電社機電工程（北

京）有限公司並びに弘電社物業管理（北

京）有限公司であります。 

  

２.持分法の適用に関する事

項 

持分法適用会社はありません。          同左 

３.連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社である弘電工事株式会社の決算

日は平成21年１月31日であります。連結財

務諸表の作成に当たっては同決算日現在の

財務諸表を使用しております。ただし、平

成21年２月１日から連結決算日平成21年３

月31日までの期間に発生した重要な取引に

ついては連結上必要な調整を行っておりま

す。 

また、弘電社機電工程（北京）有限公司並

びに弘電社物業管理（北京）有限公司の決

算日は平成20年12月31日であります。連結

財務諸表の作成に当たっては同決算日現在

の財務諸表を使用しております。ただし、

平成21年１月１日から連結決算日平成21年

３月31日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

なお、株式会社弘電テクノスの決算日は、

連結決算日と一致しております。 

連結子会社である弘電工事株式会社の決算

日は平成22年１月31日であります。連結財

務諸表の作成に当たっては同決算日現在の

財務諸表を使用しております。ただし、平

成22年２月１日から連結決算日平成22年３

月31日までの期間に発生した重要な取引に

ついては連結上必要な調整を行っておりま

す。 

また、弘電社機電工程（北京）有限公司並

びに弘電社物業管理（北京）有限公司の決

算日は平成21年12月31日であります。連結

財務諸表の作成に当たっては同決算日現在

の財務諸表を使用しております。ただし、

平成22年１月１日から連結決算日平成22年

３月31日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

なお、株式会社弘電テクノスの決算日は、

連結決算日と一致しております。 

４.会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券の評価基準及び評価方法 

  満期保有目的の債券 

 移動平均法による償却原価法（定額

法） 

満期保有目的の債券 

         同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算期末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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

         同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

         同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   未成工事支出金 

個別法による原価法 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 未成工事支出金 

         同左 

   商品 

移動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

による簿価切下げの方法） 

 商品 

   同左 

  （会計方針の変更） 

「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）を当連結会計年

度から適用し、評価基準について

は、原価法から原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しており

ます。 

この結果、従来の方法によった場合

に比べて、当連結会計年度の売上総

利益、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益が17百万円それ

ぞれ減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該個所に記載しております。 

 ―――――――――――― 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却費   

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（附属設備は除く）につい

ては、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物・構築物     ３年～50年

工具器具・備品    ２年～20年

(2）重要な減価償却資産の減価償却費  

①有形固定資産（リース資産を除く） 

         同左 

  

  

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

ただし、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

おります。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

         同左 
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項目  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ③リース資産 

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 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

③リース資産 

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 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

  （会計方針の変更） 

 「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成５年６月

17日 最終改正平成19年３月30日 企

業会計基準第13号）及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成６年１月18日 

最終改正平成19年３月30日 企業会計

基準適用指針第16号）を当連結会計年

度から適用し、所有権移転外ファイナ

ンス・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

理から通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理に変更し、リース資産と

して計上しております。 

 なお、リース取引開始日が会計基準

適用初年度開始前の所有権移転外ファ

イナンス・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

計処理を引き続き採用しております。

 この結果、従来の方法によった場合

に比べて、リース資産が無形固定資産

に20百万円計上されており、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響はありません。 

なお、リース取引開始日が企業会計

基準第13号「リース取引に関する会

計基準」の適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・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お

ります。 

  (3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れ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おり

ます。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

          同左 

  ②賞与引当金 

従業員の賞与に充てるため、賞与支

給見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

          同左 
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項目  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

③完成工事補償引当金 

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備

えるため、当連結会計年度の完成工

事高に対する将来の見積補償額を計

上しております。 

③完成工事補償引当金 

          同左 

  

④工事損失引当金 

当連結会計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

額を合理的に見積ることのできる工

事について、将来の損失に備えるた

め、その損失見込額を計上しており

ます。 

④工事損失引当金 

          同左 

  ⑤退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間年数によ

る定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度より費用処

理することとしております。 

また、執行役員の退職金の支給に備

えるため、連結会計年度末要支給額

を計上しております。 

⑤退職給付引当金 

          同左 

  ⑥役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度末

要支給額を計上しております。 

⑥役員退職慰労引当金 

           同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

     ――――――――――――――― 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(5）重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。 

なお、在外連結子会社の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘

定に含めております。 

(4)重要な収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基

準 

当連結会計年度に着手した工事契約か

ら当連結会計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

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

しております。  

 （会計方針の変更） 

   請負工事に係る収益の計上基準につ

いては、従来、請負金額100百万円以

上かつ工期１年超の工事については工

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おりました

が、当連結会計年度より、「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）を適用し、当連結会計

年度に着手した工事契約から、当連結

会計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おり

ます。 

   これにより、売上高は、1,468百万

円増加し、売上総利益、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益

は、それぞれ３百万円減少しておりま

す。 

   なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

(5）重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

            同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

①長期請負工事の収益計上処理 

工期１年超、かつ請負金額100百万

円以上の工事については工事進行基

準を適用しており、完成工事高は、

百万円であります。 7,815

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

①長期請負工事の収益計上処理 

  ―――――――――――― 

  ②消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

②消費税等の会計処理 

            同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

全面時価評価法によっております。             同左 

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、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

内に満期日又は償還日の到来する短期投資

からなっております。 

            同左 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結損益計算書） 

  前連結会計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「受取保険金」については、当連結会

計年度において、営業外収益の総額の100分の10を超え

たため、当連結会計年度において区分掲記しておりま

す。 

(連結損益計算書） 

 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めて表示していた「為替差損」については、当連結会計

年度において、営業費用の100分の10を超えたため、当

連結会計年度において区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度末の「為替差損」は０百万円で

あります。  
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

担保資産及び担保付債務 担保資産及び担保付債務 

  

担保資産  建 物  百万円 72

      土 地  百万円 27

       計  百万円  99

  

担保資産  建 物  百万円 67

      土 地  百万円 27

       計  百万円   95

        担保付債務  短期借入金     百万円 287     担保付債務  短期借入金      百万円 127

 有形固定資産の減価償却累計額  百万円 2,838

    （うち、減損損失累計額 百万円）189

有形固定資産の減価償却累計額   百万円   2,727

    （うち、減損損失累計額     百万円）180

保証債務 保証債務 

  従業員の住宅ローンに対する保証 百万円 24   従業員の住宅ローンに対する保証  百万円 21
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

販売費及び一般管理費の主なもの 販売費及び一般管理費の主なもの 

従業員給料手当 767百万円

賞与引当金繰入額 69 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 52 〃 

貸倒引当金繰入額 4 〃 

従業員給料手当 763百万円

賞与引当金繰入額 88 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 44 〃 

貸倒引当金繰入額 103 〃 

研究開発費の総額 

一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費 

                      百万円 9

研究開発費の総額 

一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費 

                     百万円 10

当社グループは、以下の資産について減損損失を計上いた

しました。  

       ――――――――――――― 

用途 種類 場所 金額 
  

売却予定資産 土地 茨城県小美玉市 百万円 12

売却予定資産 土地建物 茨城県土浦市 百万円 16

計 百万円 29

  

  

（経緯） 

  

茨城県小美玉市の売却予定資産とした土地につい

ては地価がさらに下落しましたので、回収可能価

額まで減額し、減損損失を認識いたしました。な

お、茨城県小美玉市の土地建物については、取締

役会議（平成21年１月）にて東関東支店及び倉庫

等として活用することを決議し、売却予定資産か

ら電気設備工事へグルーピングの変更をしており

ます。この結果、従来の同一の基準を採用した場

合と比較して、税金等調整前当期純利益に与える

影響はありません。 

茨城県土浦市の土地建物につきましては従来、東

関東支店として使用しておりましたが、東関東支

店移転に伴い、電気設備工事から売却予定資産へ

グルーピングを見直し回収可能価額まで減額し、

減損損失を認識いたしました。 

  

（グルーピングの方法）   

原則として事業の種類別セグメントである電気設

備工事、商品販売に区分いたしました。ただし、

売却予定資産、賃貸用資産、遊休資産は、個々の

物件単位でグルーピングしております。 

  

（回収可能価額の算定方法）   

回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、建物及び土地については不動産鑑定評価基準

に基づいて評価しております。 

  

 ―――――――――――――――― 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額 

                                          百万円 243
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前連結会計年度（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 増加17,572株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２ 減少3,416株は、単元未満株式の買増請求による売渡しによるものであります。 

  

２. 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式     

普通株式  17,940,000  ―  ―  17,940,000

合計  17,940,000  ―  ―  17,940,000

自己株式     

普通株式（注）  118,577  17,572  3,416  132,733

合計  118,577  17,572  3,416  132,733

決議 株式の種類 
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

平成20年５月15日 

取締役会 
普通株式  89  5 平成20年３月31日 平成20年６月13日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成21年４月27日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金  89  5 平成21年３月31日 平成21年６月11日
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当連結会計年度（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 増加 株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２ 減少 株は、単元未満株式の買増請求による売渡しによるものであります。 

  

２.配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   

  

株式の種類 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式     

普通株式  17,940,000     －  －  17,940,000

合計  17,940,000  －  －  17,940,000

自己株式     

普通株式（注）  132,733  9,055  400  141,388

合計  132,733  9,055  400  141,388

9,055

400

決議 株式の種類 
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

平成21年４月27日 

取締役会 
普通株式  89  5 平成21年３月31日 平成21年６月11日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成22年４月28日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金  124  7 平成22年３月31日 平成22年６月14日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載さ

れている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載さ

れている科目の金額との関係 

現金預金 3,063百万円 

預入期間３か月超の定期預金 △9 〃 

現金及び現金同等物 3,054百万円 

現金預金 2,527百万円 

預入期間３か月超の定期預金 △61 〃 

現金及び現金同等物 2,466百万円 
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

   （１）金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融商品で運用し、また、短期的な運転資金は主に銀行

からの借入により調達する方針であります。なお、デリバティブ取引は行なっておりません。 

    

      （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関

しては、信用取引管理規程に従い、信用調査資料等により取引先の信用力を適正に評価し、取引の可否を決定し

ております。 

      有価証券である株式及び債券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企

業の株式であり、定期的に時価を把握することにより管理を行なっております。満期保有目的の債券は、格付け

の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。 

     営業債務である支払手形・工事未払金等は、1年以内の支払期日であります。 

借入金は短期借入金のみであり、営業取引に係る資金調達であります。 

     また、営業債務や借入金は流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）に晒されております

が、当社では、月次に資金繰表を作成するなどの方法により管理しております。 

  

      （３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。 

  

  ２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注）２ を参照くださ

い）。 

（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

（金融商品関係）

      
連結貸借対照表計上額(*) 

（百万円） 
時価(*)（百万円） 差額（百万円）

（１）現金預金                    2,527         2,527             －

（２）受取手形・完成工事未収入金等                    15,377              15,377             －

（３）短期貸付金                    1,444               1,444             －

（４）投資有価証券  

①満期保有目的の債券              500                 429            △70

②その他有価証券               266          266             －

（５）支払手形・工事未払金等 （ ）10,281 （ ）10,281             －

（６）短期借入金 （ ）1,257 （ ）1,257             －
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（注）１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資  産 

（１）現金預金、（２）受取手形・完成工事未収入金等並びに（３）短期貸付金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

（４）投資有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、その他は取引所の価格又は取引金融機関

から提示された価格によっております。 

①満期保有目的の債券における種類ごとの連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は次のとおり

であります。なお、当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。 

②その他有価証券において種類ごとの取得価額又は償却原価、連結貸借対照表計上額及びこれらの差額

については、次のとおりであります。 

  

負  債 

（５）支払手形・工事未払金等及び（６）短期借入金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。 

  

デリバティブ取引 

 当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（４）

投資有価証券 ②その他有価証券」には含めておりません。 

  

３ 金銭債権及び満期のある投資有価証券の連結決算日後の償還予定額 

  種類 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 

時  価 

（百万円） 

差  額 

（百万円） 

時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの 
その他                  500             429          △70

合計                     500             429          △70

  
種類 

取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額

（百万円） 

差  額 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 
株式        51           116        64

小計         51           116        64

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

株式 

その他 

        

       

54

115

          

          

50

99

      

      

△4

△15

小計        169           150     △19

合計        221           266        45

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式                    863

  
１年以内 

（百万円） 

１年超   

５年以内 

（百万円） 

５年超   

10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

現金預金      2,527            －              －             －

受取手形・完成工事未収入金等      15,377            －              －             －

投資有価証券 

 満期保有目的の債券            －             －             200            300

     合計         17,904             －             200            300
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 ４ 借入金明細表 

       （注）「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」 （企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」 （企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

区分 
前期末残高 

（百万円） 

当期末残高 

（百万円） 

平均利率 

（％） 
返済期限 

短期借入金       1,447           1,257       1.521         －

合計           1,447           1,257      －  －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産）   

賞与引当金 137百万円

工事進行基準に係る否認額 164 〃 

工事損失引当金 5 〃 

投資有価証券評価損 115 〃 

退職給付引当金 349 〃 

役員退職慰労引当金 62 〃 

貸倒引当金 113 〃 

減損損失 310 〃 

税務上の繰越欠損金 177 〃 

固定資産未実現利益 29 〃 

その他 77 〃 

繰延税金資産小計 1,542 〃 

評価性引当額 △587 〃 

繰延税金資産合計 955 〃 

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △14百万円

繰延税金負債合計 △14 〃 

繰延税金資産の純額 940 〃 

（繰延税金資産）   

賞与引当金 174百万円

工事進行基準に係る否認額 23 〃 

工事損失引当金 99 〃 

投資有価証券評価損 115 〃 

退職給付引当金 315 〃 

役員退職慰労引当金 62 〃 

貸倒引当金 143 〃 

減損損失 279 〃 

税務上の繰越欠損金 18 〃 

固定資産未実現利益 27 〃 

その他 70 〃 

繰延税金資産小計 1,330 〃 

評価性引当額 △555 〃 

繰延税金資産合計 774 〃 

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △15百万円

繰延税金負債合計 △15 〃 

繰延税金資産の純額 758 〃 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.69％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 21.93％

住民税均等割等 9.24％

評価性引当金 9.59％

海外連結子会社の税率差異 △2.65％

その他 0.72％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 79.52％

法定実効税率 40.69％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 20.91％

住民税均等割等 9.33％

評価性引当金 △7.45％

海外連結子会社の税率差異 0.58％

その他 0.60％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.66％
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）① 事業の区分は、取扱品目の種類に応じた区分としております。 

② 各区分の主な取扱品目 

電気設備工事…屋内線工事、送電線工事、発変電工事、通信工事、空調工事 

商品販売………制御・計測用電子機械器具、変電設備機械器具、工作機械器具、情報通信機械器具、冷凍・

空調機械器具、昇降機・監視制御装置 

③ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度1,168百万円、

当連結会計年度 百万円であります。 

その主なものは、提出会社本社での余資運用資金、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び管理

部門に係る資産等であります。 

④ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度7,973百万円、当連結会計年

度 百万円であります。 

その主なものは、提出会社での余資運用資金、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門

に係る資産等であります。 

⑤ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

（会計方針の変更） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（４）に記載のとおり、当連結会計年度より「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べて、電気設備工事で売上高が1,468百万円増加し、営業利益が３百万円減少しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
電気設備工事
（百万円） 

商品販売
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高  28,059  10,114  38,173  ─  38,173

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  ─  186  186 ( ）186  ─

計  28,059  10,301  38,360 ( ）186  38,173

営業費用  26,802  9,996  36,799  982  37,781

営業利益  1,256  304  1,561 （ ）1,168  392

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出      

資産  15,124  4,333  19,457  7,973  27,430

減価償却費  26  0  26  100  127

減損損失  ─  ─  ─  29  29

資本的支出  38  0  38  19  57

  
電気設備工事
（百万円） 

商品販売
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高  31,317  7,738  39,056       －  39,056

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  266  266 （ ）266  －

計  31,317  8,005  39,323 （ ）266  39,056

営業費用  29,836  7,956  37,793  898  38,692

営業利益  1,481  48  1,529 （ ）1,165  364

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出      

資産  13,832  3,933  17,765  9,238  26,092

減価償却費  50  1  52  69  122

資本的支出  7  0  7  74  82

1,165

9,238
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なお、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おりません。 

（注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益金額 

   

 該当事項はありません。 

  

（開示の省略） 

  リース取引、有価証券、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ております。    

   

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 643.97 円 648.21

１株当たり当期純利益金額 円 4.56 円 7.92

 
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度

（平成22年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産額の部の合計額（百万円）  11,495  11,565

普通株式に係る純資産額（百万円）  11,467  11,537

差額の主な内訳（百万円）   

少数株主持分  27  28

普通株式の発行済株式数（千株）  17,940  17,940

普通株式の自己株式数（千株）  132  141

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 

（千株） 
 17,807  17,798

 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

連結損益計算上の当期純利益（百万円）  81  140

普通株式に係る当期純利益（百万円）  81  140

普通株式の期中平均株式数（千株）  17,814  17,802

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（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 2,468 2,255

受取手形 2,102 1,568

完成工事未収入金 10,653 11,775

売掛金 2,244 1,864

未成工事支出金 1,928 158

商品 498 469

関係会社短期貸付金 621 1,441

前払費用 3 2

未収入金 715 268

繰延税金資産 527 372

その他 151 92

貸倒引当金 △31 △55

流動資産合計 21,883 20,213

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,901 2,820

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,876 △1,813

建物（純額） 1,025 1,007

構築物 121 120

減価償却累計額及び減損損失累計額 △95 △96

構築物（純額） 26 24

機械及び装置 28 28

減価償却累計額 △13 △17

機械及び装置（純額） 15 11

車両運搬具 48 39

減価償却累計額 △46 △38

車両運搬具（純額） 2 1

工具、器具及び備品 662 585

減価償却累計額 △620 △551

工具、器具及び備品（純額） 42 34

土地 894 883

リース資産 － 4

減価償却累計額 － △0

リース資産（純額） － 4

有形固定資産合計 2,005 1,965

無形固定資産   

ソフトウエア 22 21

リース資産 20 27

その他 28 28

無形固定資産合計 71 77
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,129 1,629

関係会社株式 19 19

関係会社出資金 578 578

破産更生債権等 350 342

長期前払費用 4 3

敷金及び保証金 208 207

長期預金 300 200

繰延税金資産 413 386

その他 423 527

貸倒引当金 △300 △374

投資その他の資産合計 3,127 3,521

固定資産合計 5,204 5,564

資産合計 27,087 25,777

負債の部   

流動負債   

支払手形 861 768

工事未払金 7,766 7,267

買掛金 2,519 2,124

短期借入金 1,160 1,130

リース債務 4 8

未払金 465 333

未払費用 41 －

未払法人税等 66 103

未払消費税等 － 361

未成工事受入金 1,524 474

預り金 412 442

賞与引当金 331 422

完成工事補償引当金 10 10

工事損失引当金 12 243

その他 18 116

流動負債合計 15,195 13,806

固定負債   

退職給付引当金 53 60

役員退職慰労引当金 139 135

リース債務 15 24

その他 161 160

固定負債合計 369 379

負債合計 15,564 14,186
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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 1,520 1,520

資本剰余金   

資本準備金 1,070 1,070

その他資本剰余金 － －

資本剰余金合計 1,070 1,070

利益剰余金   

利益準備金 312 312

その他利益剰余金 8,639 8,698

別途積立金 7,610 7,610

繰越利益剰余金 1,029 1,088

利益剰余金合計 8,952 9,011

自己株式 △38 △40

株主資本合計 11,503 11,561

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18 29

評価・換算差額等合計 18 29

純資産合計 11,522 11,591

負債純資産合計 27,087 25,777
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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 27,717 30,904

商品売上高 10,114 7,738

売上高合計 37,832 38,642

売上原価   

完成工事原価 26,490 29,417

商品売上原価   

商品期首たな卸高 473 498

当期商品仕入高 9,010 6,861

商品他勘定振替高 187 266

商品期末たな卸高 505 484

商品売上原価 8,790 6,608

売上原価合計 35,280 36,025

売上総利益   

完成工事総利益 1,227 1,487

商品売上総利益 1,324 1,130

売上総利益合計 2,551 2,617

販売費及び一般管理費 2,188 2,246

営業利益 363 370

営業外収益   

受取利息 4 2

受取配当金 15 19

受取家賃 80 30

受取保険金 40 30

債務勘定整理益 － 39

雑収入 16 14

営業外収益合計 156 136

営業外費用   

支払利息 23 18

売上割引 27 23

固定資産除却損 7 7

投資有価証券評価損 0 －

賃貸費用 45 13

商品廃棄損 － 15

為替差損 － 24

雑支出 10 3

営業外費用合計 115 104

経常利益 404 402
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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) 

特別利益   

固定資産売却益 71 3

特別利益合計 71 3

特別損失   

減損損失 29 －

特別損失合計 29 －

税引前当期純利益 446 406

法人税、住民税及び事業税 37 77

法人税等調整額 283 181

法人税等合計 320 258

当期純利益 126 148
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完成工事原価報告書

  
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） 

増 減  

  
金額 

（百万円） 
構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比
（％） 

金額 
（百万円）  

Ⅰ 材料費  9,418  35.6  7,989  27.1            △1,428

Ⅱ 労務費  358  1.3  370  1.3                 12

Ⅲ 外注費  10,539  39.8  14,116  48.0        3,576

Ⅳ 経費  6,173  23.3  6,940  23.6        767

（うち人件費） （ ）4,170 （ ）15.7 （ ）4,582 （ ）15.6 （ ）411

合計  26,490  100.0  29,417  100.0               2,926
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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 1,520 1,520

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,520 1,520

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,070 1,070

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,070 1,070

その他資本剰余金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 1,071 1,070

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 1,070 1,070

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 312 312

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 312 312

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 7,610 7,610

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,610 7,610

繰越利益剰余金   

前期末残高 992 1,029

当期変動額   

剰余金の配当 △89 △89

当期純利益 126 148

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 36 59

当期末残高 1,029 1,088
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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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 8,915 8,952

当期変動額   

剰余金の配当 △89 △89

当期純利益 126 148

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 36 59

当期末残高 8,952 9,011

自己株式   

前期末残高 △36 △38

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 △38 △40

株主資本合計   

前期末残高 11,469 11,503

当期変動額   

剰余金の配当 △89 △89

当期純利益 126 148

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 34 57

当期末残高 11,503 11,561

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 78 18

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 10

当期変動額合計 △59 10

当期末残高 18 29

評価・換算差額等合計   

前期末残高 78 18

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 10

当期変動額合計 △59 10

当期末残高 18 29

純資産合計   

前期末残高 11,548 11,522

当期変動額   

剰余金の配当 △89 △89

当期純利益 126 148

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 10

当期変動額合計 △25 68

当期末残高 11,522 11,591
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 該当事項はありません。 

 

  

継続企業の前提に関する注記
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(1）役員の異動 

① その他の役員の異動（平成22年6月29日予定） 

・新任監査役候補 

   監査役（非常勤） 今 泉 敏 榮（現 公認会計士） 

    なお、新任監査役候補 今泉敏榮氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。 

  

 （注）当社は法令が定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任を予定しております。

  補欠監査役候補者 西 村 賢 治（現 三菱電機株式会社関係会社部次長） 

   なお、西村賢治氏は、補欠の社外監査役候補者であります。 

  

  

(2）その他 

 売  上  構  成 

 (単位：百万円）

  

  

受注、完成、繰越工事高 

(単位：百万万)

  

６．その他

  

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)

  増       減  

 屋内工事                    22,311                    24,449                     2,137

 その他工事                     5,406                    6,455                     1,048

 工事部門計                    27,717                    30,904                     3,186

 商品販売                    10,114                     7,738                   △2,376

 合計                    37,832                    38,642                       810

  

 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)

増      減  

 前期繰越工事高                    15,580                   19,998                     4,417

 期中受注工事高                     32,135                   25,200                   △6,935

 計                    47,715                   45,198                   △2,517

 期中完成工事高                    27,717                   30,904                     3,186

 次期繰越工事高                    19,998                   14,293                   △5,704
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