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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 92,138 ― 4,242 ― 4,275 ― 1,966 ―

20年3月期第3四半期 87,433 △0.7 3,108 59.8 2,975 67.4 1,737 93.9

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

21年3月期第3四半期 55.24 ―

20年3月期第3四半期 48.79 ―

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

21年3月期第3四半期 82,036 25,821 30.3 697.82
20年3月期 90,414 24,886 26.4 671.49

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  24,841百万円 20年3月期  23,906百万円

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

20年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 135,000 △1.6 5,800 △2.3 5,700 △0.3 2,700 △15.4 75.85

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  

[ 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。]  

(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） 

[ 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。]  

(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 
（1）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。 
（2）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第3四半期  35,635,879株 20年3月期  35,635,879株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  37,663株 20年3月期  33,306株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  35,600,537株 20年3月期第3四半期  35,605,944株
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【定性的情報・財務諸表等】  

※定性的情報における「前年同期比増減率」につきましては、参考として記載しております。 

 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における日本経済は、世界的な景気後退と急激な円高の影響により、輸出

関連企業を中心に企業収益が大幅に減少し、雇用情勢が悪化するなど、景気は急速に悪化してまいりま

した。当社グループが関連する建設市場では、公共投資は低調に推移し、これまで景気を牽引してきた

民間企業による設備投資も計画延期、縮小が相次ぐなど、厳しい経営環境下にありました。 

 

このような状況のもと、当社グループは中期経営計画［09Vision］の重点施策を推進し、企業体質の

改善並びに経営基盤の強化に取り組んでまいりました。 

 

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は1,122億53百万円（前年同期比7.5％増）、

売上高は921億38百万円（同5.4％増）となりました。利益面では、採算性を重視した営業活動の展開、

施工部門による現場力の強化並びに原価低減に努めた結果、一般電気工事を中心に工事採算が改善し、

営業利益は42億42百万円（同36.5％増）、経常利益は42億75百万円（同43.7％増）とそれぞれ増加

いたしました。四半期純利益につきましては、特別損失に投資有価証券評価損４億37百万円など合計６

億４百万円を計上した結果、19億66百万円（同13.2％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３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動におきましては、利益の

増加に加え、工事代金の早期回収に努めました結果、売上債権の回収が進み54億５百万円の収入となり

ました。投資活動におきましては、固定資産の取得等により20億円17百万円の支出となりました。財

務活動におきましては、主に借入金の返済により30億45百万円の支出となり、当第３四半期連結会計

期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より２億１百万円増加し、98 億 61 百

万円となりました。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、事業環境の急速な悪化により、建設需要の減少、過当競争の一層の熾

烈化が予想されますが、当社グループの当第３四半期終了時点における業績は概ね計画通りに進捗して

おり、通期業績につきましては、現在のところ平成20年10月29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、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 19,000    51.8% 15,500 32.6% 

一 般 電 気 工 事 95,000 1.4 84,000 △5.5 

情 報 通 信 工 事 22,500 △5.4 22,500 △4.8 

ﾌ ﾟ ﾗ ﾝ ﾄ ･空 調 工 事 8,000 △7.1  7,500 △5.8 

そ の 他 5,500 8.8 5,500 8.8 

合 計 150,000 4.4 135,000 △1.6 
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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） 

   該当事項はありません。 

 

（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 

 ① 簡便な会計処理 

   固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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す

る方法によっております。 

 

 ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

 

（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 

 ①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基準第

12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 企業会計基準適用指針第14号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

 ②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18年７月５日 企業会計基準第９

号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

  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に与える影響額は軽微であります。 

 

 ③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要

な修正を行っております。 

  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に与える影響額は軽微であります。 

 

 ④ 第１四半期連結会計期間から、「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）を早期適用しております。 

 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に与える影響額は軽微であります。 
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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３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 9,861 9,659

受取手形・完成工事未収入金等 33,254 45,706

未成工事支出金等 9,973 6,432

その他 4,594 3,815

貸倒引当金 △74 △108

流動資産合計 57,609 65,506

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,296 7,401

その他 12,012 9,825

減価償却累計額 △7,792 △6,949

その他（純額） 4,219 2,876

有形固定資産合計 11,515 10,278

無形固定資産   

のれん 413 447

その他 1,246 1,424

無形固定資産合計 1,660 1,871

投資その他の資産   

投資有価証券 6,993 8,352

その他 4,649 4,811

貸倒引当金 △392 △406

投資その他の資産合計 11,250 12,758

固定資産合計 24,426 24,908

資産合計 82,036 90,414

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 28,578 37,251

短期借入金 7,279 8,831

1年内償還予定の社債 1,500 1,500

未払法人税等 823 417

引当金 111 125

その他 10,235 8,827

流動負債合計 48,528 56,954

固定負債   

長期借入金 3,964 5,220

退職給付引当金 2,788 2,514

役員退職慰労引当金 307 312

その他 626 526

固定負債合計 7,686 8,573

負債合計 56,215 65,527

4

住友電設(株) (1949) 平成21年3月期 第3四半期決算短信



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31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 11,398 9,835

自己株式 △16 △14

株主資本合計 23,860 22,299

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,079 1,612

繰延ヘッジ損益 △0 △1

為替換算調整勘定 △98 △3

評価・換算差額等合計 980 1,607

少数株主持分 980 979

純資産合計 25,821 24,886

負債純資産合計 82,036 90,414
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 92,138 

売上原価 82,252 

売上総利益 9,885 

販売費及び一般管理費  

従業員給料手当 2,136 

その他 3,505 

販売費及び一般管理費合計 5,642 

営業利益 4,242 

営業外収益  

受取利息 22 

受取配当金 164 

不動産賃貸料 85 

その他 110 

営業外収益合計 384 

営業外費用  

支払利息 240 

その他 110 

営業外費用合計 351 

経常利益 4,275 

特別利益 － 

特別損失  

投資有価証券評価損 437 

減損損失 114 

固定資産廃棄損 34 

固定資産売却損 17 

特別損失合計 604 

税金等調整前四半期純利益 3,670 

法人税、住民税及び事業税 1,300 

法人税等調整額 248 

法人税等合計 1,548 

少数株主利益 155 

四半期純利益 1,966 
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 3,670 

減価償却費 549 

のれん償却額 25 

固定資産売却損益（△は益） 17 

固定資産廃棄損 34 

投資有価証券評価損益（△は益） 437 

減損損失 114 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △44 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 286 

受取利息及び受取配当金 △187 

支払利息 240 

為替差損益（△は益） 62 

売上債権の増減額（△は増加） 11,974 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,541 

仕入債務の増減額（△は減少） △8,309 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,904 

未払消費税等の増減額（△は減少） △267 

その他 △414 

小計 6,538 

利息及び配当金の受取額 186 

利息の支払額 △228 

法人税等の支払額 △1,092 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,405 

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 △1,221 

有形固定資産の売却による収入 58 

無形固定資産の取得による支出 △94 

投資有価証券の取得による支出 △3 

投資有価証券の売却による収入 21 

短期貸付金の増減額（△は増加） △1,000 

その他 222 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,017 

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） △266 

長期借入金の返済による支出 △2,354 

配当金の支払額 △391 

少数株主への配当金の支払額 △14 

その他 △18 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,045 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △140 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 201 

現金及び現金同等物の期首残高 9,659 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,861 
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  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

（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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（6）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 15,934 14.2 8,985 8.6 6,949 77.3 12,513 8.7

一 般 電 気 工 事 68,686 61.2 67,671 64.8 1,014 1.5 93,674 65.2

情 報 通 信 工 事 16,156 14.4 18,350 17.6 △2,193 △12.0 23,785 16.6

ﾌﾟﾗﾝﾄ･空調工事 7,196 6.4 5,894 5.6 1,301 22.1 8,615 6.0

そ の 他 4,278 3.8 3,484 3.4 794 22.8 5,056 3.5

合 計 112,253 100.0 104,386 100.0 7,866 7.5 143,645 100.0

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 10,889 11.8 7,104 8.1 3,785 53.3 11,689 8.5

一 般 電 気 工 事 57,834 62.8 57,518 65.8 315 0.5 88,907 64.8

情 報 通 信 工 事 13,447 14.6 14,180 16.2 △733 △5.2 23,641 17.2

ﾌﾟﾗﾝﾄ･空調工事 5,687 6.2 5,144 5.9 542 10.6 7,961 5.8

そ の 他 4,278 4.6 3,484 4.0 794 22.8 5,056 3.7

合 計 92,138 100.0 87,433 100.0 4,704 5.4 137,257 100.0

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 11,091 14.6 7,104 10.7 3,987 56.1 6,047 10.8

一 般 電 気 工 事 55,250 72.7 49,784 74.9 5,466 11.0 44,398 79.4

情 報 通 信 工 事 6,027 7.9 7,343 11.0 △1,315 △17.9 3,318 6.0

ﾌﾟﾗﾝﾄ･空調工事 3,646 4.8 2,234 3.4 1,412 63.2 2,137 3.8

合 計 76,017 100.0 66,467 100.0 9,550 14.4 55,902 100.0

増　　　　減

　　至 平成20年３月31日）

前第３四半期連結累計期間当第３四半期連結累計期間

前連結会計年度

（自 平成19年４月１日

増　　　　減 （自 平成19年４月１日

前連結会計年度

　　至 平成20年３月31日）

　　至 平成19年12月31日）

（自 平成19年４月１日

　　至 平成20年12月31日）

（自 平成20年４月１日

工  事  種  別

工  事  種  別

工  事  種  別

前第３四半期連結累計期間当第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日（自 平成20年４月１日

(平成19年12月31日）

　　至 平成19年12月31日）

　　至 平成20年12月31日）

(平成20年12月31日） (平成20年３月31日）

前連結会計年度末前第３四半期連結会計期間末当第３四半期連結会計期間末 増　　　　減
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「参考資料」
前年同四半期に係る財務諸表

（1）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

Ⅰ 売上高 87,433

Ⅱ 売上原価 78,747

　　売上総利益 8,685

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 従業員給料手当 2,015

 その他 3,561

　　営業利益 3,108

Ⅳ 営業外収益

 受取利息 17

 受取配当金 165

 その他 183

Ⅴ 営業外費用

 支払利息 364

 その他 135

　　経常利益 2,975

Ⅵ 特別利益

 投資有価証券売却益 473

Ⅶ 特別損失

 事務所移転費用 104

 固定資産廃棄損 59

　　税金等調整前四半期純利益 3,284

　　法人税、住民税及び事業税 576

　　法人税等調整額 800

　　少数株主利益 169

　　四半期純利益 1,737

前第３四半期連結累計期間

科目
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31日）

金額
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（2）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31日）

Ⅰ 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 3,284

減価償却費 468

のれん償却額 27

固定資産廃棄損 59

投資有価証券売却損益（△は益） △473

貸倒引当金の増減額（△は減少） △72

受注損失引当金の増減額（△は減少） △180

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △32

退職給付引当金の増減額（△は減少） 135

受取利息及び受取配当金 △182

支払利息 364

為替差損益（△は益） △66

売上債権の増減額（△は増加） 12,177

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,461

仕入債務の増減額（△は減少） △11,927

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,521

未払消費税等の増減額（△は減少） △297

その他 △335

　小計 2,008

利息及び配当金の受取額 182

利息の支払額 △352

法人税等の支払額 △700

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,137

Ⅱ 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 △189

有形固定資産の売却による収入 39

無形固定資産の取得による支出 △66

投資有価証券の取得による支出 △496

投資有価証券の売却による収入 523

敷金の回収による収入 885

その他 73

　投資活動によるキャッシュ・フロー 768

Ⅲ 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） △3,348

長期借入れによる収入 300

長期借入金の返済による支出 △2,162

配当金の支払額 △356

少数株主への配当金の支払額 △25

その他 △2

　財務活動によるキャッシュ・フロー △5,594

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 14

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,674

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 12,189

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 8,514

前第３四半期連結累計期間

区分
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