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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 6,152 △0.5 △443 ― △435 ― △281 ―

23年3月期第1四半期 6,181 △30.2 △520 ― △487 ― △318 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △259百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △322百万円 （―％）

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 △15.84 ―

23年3月期第1四半期 △17.87 ―

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 23,870 11,144 46.5
23年3月期 28,634 11,492 40.0

（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  11,105百万円 23年3月期  11,461百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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) 14,500 △5.4 △450 ― △450 ― △310 ― △17.42

通期 37,100 △1.8 400 18.6 410 9.2 140 15.4 7.87



(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Ｐ．２「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、四半期財務諸表に対する
四半期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予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によ
り予想数値と異なる場合があります。 

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 17,940,000 株 23年3月期 17,940,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 153,463 株 23年3月期 152,801 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 17,787,001 株 23年3月期1Q 17,797,019 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災により、多くの社会インフラや工場などの生産設備に

被害が発生し、様々な製品の生産や輸出に影響を与えました。また、福島原発事故に端を発した電力供給問題は、

工場の稼働率低下を招き、また生産拠点の海外シフトについての検討を進行させるなど、雇用・所得環境の不安が

高まる結果となり、景気の不透明感は一層強まりました。 

 この様な厳しい経済環境の中、当社グループ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

として活動していくとともに、当社グループ全体で取り組んでおります「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。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高61億52百万円（対前年同期比0.5%減）、営業損失４億43

百万円（対前年同期77百万円の改善）、経常損失４億35百万円（対前年同期51百万円の改善）、四半期純損失２億

81百万円（対前年同期36百万円の改善）となりました。 

  各セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

①電気設備工事事業 

  電気設備工事事業では、震災の影響による設備投資や建設投資の減少傾向が強まるなど、非常に厳しい環境で推

移いたしました。その結果、受注工事高は59億68百万円（対前年同期比7.2%減）となりました。また、完成工事高

も、当初の予想通り第４四半期集中が見込まれるため、43億57百万円（対前年同期比2.9%減）となりました。 

②商品販売事業 

 商品販売事業では、冷熱住設品が震災の影響によるメーカーの生産停滞により、売上げが低調に推移いたしまし

たが、機器品・重電品が大型案件や震災復旧案件により、売上げが堅調に推移し、商品売上高は17億95百万円（対

前年同期比6.0%増）となりました。 

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、238億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ、47億64百万

円減少いたしました。負債は、127億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ、44億15百万円減少いたしまし

た。また、純資産は、111億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ、３億48百万円減少いたしました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年４月28日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。  

 なお、当社グループの主たる事業分野である電気設備工事事業においては、契約により第１四半期連結会計期

間、第２四半期連結会計期間、第３四半期連結会計期間に比べ、第４四半期連結会計期間に工事の完成引渡しをす

る割合が大きいことから、完成工事高が第４四半期連結会計期間に増加する傾向があるため、業績に季節的変動が

あります。 

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第19項の規定により、「中間財務諸表

等における税効果会計に関する実務指針」第12項（法定実効税率を使用する方法）に準じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。   

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しておりま

す。 

  

１．当四半期決算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
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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 2,347 1,974

受取手形・完成工事未収入金等 17,729 12,726

未成工事支出金 121 280

商品 377 472

短期貸付金 896 1,494

繰延税金資産 450 622

その他 628 219

貸倒引当金 △34 △35

流動資産合計 22,516 17,754

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,311 1,302

土地 888 888

その他（純額） 48 50

有形固定資産合計 2,248 2,241

無形固定資産 237 223

投資その他の資産   

投資有価証券 1,581 1,578

繰延税金資産 385 386

その他 2,035 2,058

貸倒引当金 △369 △371

投資その他の資産合計 3,632 3,651

固定資産合計 6,118 6,115

資産合計 28,634 23,870

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 12,215 8,253

短期借入金 1,217 1,205

未払法人税等 333 45

賞与引当金 429 231

完成工事補償引当金 8 8

工事損失引当金 423 425

その他 1,405 1,413

流動負債合計 16,033 11,582

固定負債   

退職給付引当金 787 811

役員退職慰労引当金 121 131

その他 199 200

固定負債合計 1,108 1,144

負債合計 17,142 12,726
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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 1,520 1,520

資本剰余金 1,070 1,070

利益剰余金 8,952 8,581

自己株式 △47 △47

株主資本合計 11,495 11,124

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9 8

為替換算調整勘定 △43 △27

その他の包括利益累計額合計 △34 △19

少数株主持分 31 38

純資産合計 11,492 11,144

負債純資産合計 28,634 23,870
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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   

完成工事高 4,487 4,357

商品売上高 1,693 1,795

売上高合計 6,181 6,152

売上原価   

完成工事原価 4,167 3,992

商品売上原価 1,489 1,584

売上原価合計 5,657 5,576

売上総利益   

完成工事総利益 320 365

商品売上総利益 204 210

売上総利益 524 576

販売費及び一般管理費 1,044 1,019

営業損失（△） △520 △443

営業外収益   

受取利息 1 3

受取配当金 6 5

受取家賃 19 18

役員退職慰労引当金取崩益 19 －

その他 16 7

営業外収益合計 62 34

営業外費用   

支払利息 4 4

売上割引 6 8

賃貸費用 11 11

その他 5 3

営業外費用合計 28 26

経常損失（△） △487 △435

税金等調整前四半期純損失（△） △487 △435

法人税等 △168 △161

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △318 △274

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 7

四半期純損失（△） △318 △281
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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（△） △318 △274

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10 △0

為替換算調整勘定 6 16

その他の包括利益合計 △4 15

四半期包括利益 △322 △259

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △322 △266

少数株主に係る四半期包括利益 △0 7
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 該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．セグメント損失の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円

が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

Ⅱ 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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．セグメント損失の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円

が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

 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）セグメント情報等

   報告セグメント     四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（百万円） 

（注）２ 

  

  

電気設備工事

（百万円）

  

商品販売 

（百万円）

  

計 

（百万円）

調整額 

（百万円）  

（注）１ 

          

売上高 

 (1)外部顧客への売上高  4,487  1,693  6,181  ―  6,181

 (2)セグメント間の内部売上高 

     又は振替高 
 ―  83  83  △83  ―

計  4,487  1,777  6,265  △83  6,181

セグメント損失   154  42  197  323  520

323 323

   報告セグメント     四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（百万円） 

（注）２ 

  

  

電気設備工事

（百万円）

  

商品販売 

（百万円）

  

計 

（百万円）

調整額 

（百万円）  

（注）１ 

          

売上高 

 (1)外部顧客への売上高  4,357  1,795  6,152  ―  6,152

 (2)セグメント間の内部売上高 

     又は振替高 
 ―  59  59  △59  ―

計  4,357  1,854  6,212  △59  6,152

セグメント損失   146  16  162  280  443

280 280

（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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受注及び販売の状況 

連結受注高実績 

種類別受注実績内訳 

   

  

  

４．補足情報

  平成23年３月期 平成24年３月期 
増減 

  第１四半期連結累計期間 第１四半期連結累計期間 

  金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 

  (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％) 

屋 内 線 工 事  4,972  61.2 4,175 53.8  △797 △16.0

そ の 他 工 事  1,462  18.0 1,793 23.1  331 22.7

工 事 部 門 計  6,434  79.2 5,968 76.9  △465 △7.2

商 品 販 売  1,693  20.8 1,795 23.1  101 6.0

合    計  8,128  100.0 7,764 100.0  △364  △4.5
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