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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 65,606 16.5 3,715 74.1 3,869 74.2 2,079 73.5
24年3月期第2四半期 56,318 16.8 2,133 29.4 2,220 23.5 1,198 33.9

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 2,314百万円 （146.9％） 24年3月期第2四半期 937百万円 （98.4％）

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

25年3月期第2四半期 58.43 ―
24年3月期第2四半期 33.68 ―

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

25年3月期第2四半期 83,214 36,651 42.0 982.26
24年3月期 90,221 34,738 36.9 935.09
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  34,960百万円 24年3月期  33,282百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00
25年3月期 ― 6.00
25年3月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

通期 135,000 2.2 7,400 9.3 7,500 8.4 4,000 18.5 112.38



(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、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は終了していません。 

※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）P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 25年3月期2Q 35,635,879 株 24年3月期 35,635,879 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 43,934 株 24年3月期 43,479 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 35,592,183 株 24年3月期2Q 35,593,383 株
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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 

当第２四半期累計期間における日本経済は、震災復興需要等を背景に国内需要は堅調に推移しま

したが、海外経済減速の影響などにより輸出や生産に減少の動きが見られ、また、欧州や中国等の

対外経済環境を巡る不確実性が高まるなど、先行き不透明感が強い状況で推移いたしました。当社

グループが関連する建設市場では、海外では東南アジアを中心に民間企業による建設需要が引き続

き堅調に推移しましたが、国内では、民間企業による設備投資は増加基調にあるものの、熾烈な受

注・価格競争は継続しており、依然として厳しい事業環境にありました。 
 

このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画「Vision１５」に基づき、今一度企業体

質を見直し、更なる「質の追求」を図るとともに、事業環境の変化に柔軟に対応して、海外事業の

一層の強化や、太陽光発電や省エネ等環境分野への取り組みを強化し、更に｢進化｣した強固な経営

基盤の確立に向けて取り組んでおります。 
 

当第２四半期累計期間の業績につきましては、東南アジアにおける海外子会社を中心に国内外と

もに工事量が増加し、受注高は716億71百万円（前年同期比16.8％増）、売上高は656億6百万円

（同16.5％増）となりました。利益面では、売上高の増加に加え、一般電気工事の工事採算が改善

したことにより営業利益は37億15百万円（同74.1％増）、経常利益は38億69百万円（同74.2％

増）、四半期純利益は20億79百万円（同73.5％増）とそれぞれ大幅に増加いたしました。 
 

（2）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末より70億7百万円減少し832億14百万円となり

ました。資産の部は、工事量の増加に伴い未成工事支出金等が13億8百万円増加しましたが、工事

代金回収の進展により受取手形・完成工事未収入金等が115億37百万円減少したこと等もあり、832

億 14 百万円となりました。負債の部は、主に工事代金の支払いにより支払手形・工事未払金等が

76億28百万円減少したこと等から、前連結会計年度末より89億20百万円減少の465億62百万円

となりました。純資産の部は、主に利益剰余金が18億30百万円増加したこと等により、前連結会

計年度末より19億13百万円増加の366億51百万円となりました。なお、自己資本比率は前連結会

計年度末から5.1ポイント改善して42.0％となりました。 
 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループの通期の業績予想につきましては、売上高については、当初計画より受注高が増加

し、期初の予想を上回る見込みとなりました。利益面におきましても、売上高の増加に加え、工事

採算の改善も進んでおり、営業利益、経常利益、当期純利益は、期初予想よりも増加する見込みで

あることから平成24 年５月10日公表の業績予想を修正いたしました。詳細につきましては本日発

表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 
 
なお、工事種別毎の受注高及び売上高は以下のとおりを見込んでおります。 

（単位：百万円） 

受    注    高 売    上    高 

工 事 種 別 
金   額 

対 前 期

増 減 率 
金   額 

対 前 期  

増 減 率 

電  力  工  事 10,500 0.6% 10,500 △5.2% 

一 般 電 気 工 事 93,000 3.5 88,000 2.4 

情 報 通 信 工 事 21,000 11.1 20,500 1.7 

ﾌ ﾟ ﾗ ﾝ ﾄ ･空 調 工 事 7,000 0.1  7,500 4.3 

そ の 他 8,500 9.2 8,500 9.2 

合 計 140,000 4.5 135,000 2.2 
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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 

該当事項はありません。 

 

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（3）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。 
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 16,666 15,801

受取手形・完成工事未収入金等 45,653 34,115

未成工事支出金等 2,817 4,125

その他 2,727 7,033

貸倒引当金 △39 △36

流動資産合計 67,825 61,040

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,238 7,234

その他 12,020 12,150

減価償却累計額 △8,060 △8,145

その他（純額） 3,959 4,005

有形固定資産合計 11,198 11,240

無形固定資産   

のれん 281 257

その他 555 486

無形固定資産合計 836 743

投資その他の資産   

投資有価証券 7,441 7,562

その他 3,320 3,046

貸倒引当金 △400 △418

投資その他の資産合計 10,361 10,189

固定資産合計 22,396 22,173

資産合計 90,221 83,214

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 35,771 28,143

短期借入金 1,924 1,829

未払法人税等 1,992 735

引当金 198 86

その他 8,505 9,152

流動負債合計 48,392 39,948

固定負債   

社債 1,850 1,850

長期借入金 1,468 1,153

退職給付引当金 2,340 2,374

役員退職慰労引当金 543 365

その他 888 870

固定負債合計 7,091 6,614

負債合計 55,483 46,562
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,440 6,440

資本剰余金 6,038 6,038

利益剰余金 19,581 21,412

自己株式 △19 △19

株主資本合計 32,040 33,871

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,586 1,592

為替換算調整勘定 △345 △502

その他の包括利益累計額合計 1,241 1,089

少数株主持分 1,456 1,691

純資産合計 34,738 36,651

負債純資産合計 90,221 83,214
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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２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 56,318 65,606

売上原価 50,682 58,352

売上総利益 5,635 7,253

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 1,267 1,298

その他 2,234 2,239

販売費及び一般管理費合計 3,501 3,538

営業利益 2,133 3,715

営業外収益   

受取利息 7 37

受取配当金 74 78

その他 142 157

営業外収益合計 223 273

営業外費用   

支払利息 51 43

為替差損 55 63

その他 29 12

営業外費用合計 137 119

経常利益 2,220 3,869

特別損失   

訴訟損失引当金繰入額 28 －

特別損失合計 28 －

税金等調整前四半期純利益 2,192 3,869

法人税、住民税及び事業税 793 1,155

法人税等調整額 117 185

法人税等合計 910 1,341

少数株主損益調整前四半期純利益 1,281 2,527

少数株主利益 82 447

四半期純利益 1,198 2,079
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,281 2,527

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △156 5

為替換算調整勘定 △187 △218

その他の包括利益合計 △344 △213

四半期包括利益 937 2,314

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 922 1,927

少数株主に係る四半期包括利益 14 386
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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 2,192 3,869

減価償却費 361 318

のれん償却額 24 24

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 14

工事損失引当金の増減額（△は減少） △10 △0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △70 △91

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △20 △20

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56 57

受取利息及び受取配当金 △81 △116

支払利息 51 43

為替差損益（△は益） 38 9

売上債権の増減額（△は増加） △345 11,033

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,008 △1,318

仕入債務の増減額（△は減少） 1,189 △7,298

未成工事受入金の増減額（△は減少） 391 1,440

未払消費税等の増減額（△は減少） △390 △364

その他 △548 △77

小計 1,837 7,524

利息及び配当金の受取額 80 113

利息の支払額 △52 △45

法人税等の支払額 △788 △2,409

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,076 5,183

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △141 △282

有形固定資産の売却による収入 23 27

無形固定資産の取得による支出 △43 △67

投資有価証券の取得による支出 △2 △107

短期貸付金の増減額（△は増加） 1 △4,900

その他 424 297

投資活動によるキャッシュ・フロー 263 △5,033

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） 90 △82

長期借入金の返済による支出 △396 △316

配当金の支払額 △177 △249

少数株主への配当金の支払額 △53 △151

その他 △24 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー △561 △835

現金及び現金同等物に係る換算差額 △113 △179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 664 △864

現金及び現金同等物の期首残高 11,524 16,666

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,188 15,801
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（4）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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４．補足情報

 連結受注高・売上高・期末手持工事高
（単位：百万円）

１．受　　注　　高

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

% % % %

電 力 工 事 4,507 7.4 6,109 8.5 1,602 35.5 10,437 7.8

一 般 電 気 工 事 40,630 66.2 47,821 66.7 7,191 17.7 89,819 67.1

情 報 通 信 工 事 8,799 14.3 10,504 14.7 1,704 19.4 18,908 14.1

ﾌﾟﾗﾝﾄ･空調工事 3,749 6.1 3,308 4.6 △440 △11.8 6,991 5.2

そ の 他 3,700 6.0 3,928 5.5 227 6.2 7,780 5.8

合 計 61,386 100.0 71,671 100.0 10,285 16.8 133,937 100.0

２．売　　上　　高

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

% % % %

電 力 工 事 5,015 8.9 5,227 7.9 211 4.2 11,078 8.4

一 般 電 気 工 事 35,098 62.3 44,997 68.6 9,899 28.2 85,901 65.0

情 報 通 信 工 事 8,844 15.7 7,793 11.9 △1,050 △11.9 20,150 15.3

ﾌﾟﾗﾝﾄ･空調工事 3,659 6.5 3,659 5.6 △0 △0.0 7,194 5.4

そ の 他 3,700 6.6 3,928 6.0 227 6.2 7,780 5.9

合 計 56,318 100.0 65,606 100.0 9,287 16.5 132,105 100.0

３．期末手持工事高

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

% % % %

電 力 工 事 4,947 9.1 5,696 10.0 749 15.1 4,814 9.5

一 般 電 気 工 事 43,189 79.6 44,399 77.8 1,209 2.8 41,575 81.5

情 報 通 信 工 事 4,061 7.5 5,575 9.8 1,513 37.3 2,864 5.6

ﾌﾟﾗﾝﾄ･空調工事 2,036 3.8 1,393 2.4 △643 △31.6 1,744 3.4

合 計 54,235 100.0 57,064 100.0 2,829 5.2 50,998 100.0

増　　　　減

　　至 平成24年３月31日）

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

前連結会計年度

（自 平成23年４月１日

増　　　　減 （自 平成23年４月１日

前連結会計年度

　　至 平成24年３月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日 （自 平成24年４月１日

(平成23年９月30日）

　　至 平成23年９月30日）

　　至 平成24年９月30日）　　至 平成23年９月30日）

（自 平成23年４月１日

　　至 平成24年９月30日）

（自 平成24年４月１日

工  事  種  別

工  事  種  別

工  事  種  別

前第２四半期連結累計期間

(平成24年９月30日） (平成24年３月31日）

前連結会計年度末前第２四半期連結会計期間末 当第２四半期連結会計期間末 増　　　　減
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