
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年7月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 住友電設株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 1949 URL http://www.sem.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 菅沼 敬行

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 内池 和彦 TEL 06-6537-3490
四半期報告書提出予定日 平成21年8月10日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 26,167 △1.0 1,456 43.8 1,493 41.7 723 28.4
21年3月期第1四半期 26,436 ― 1,013 ― 1,053 ― 563 ―

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

22年3月期第1四半期 20.32 ―

21年3月期第1四半期 15.82 ―

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月期第1四半期 74,044 27,424 35.6 741.02
21年3月期 82,582 25,873 30.2 699.77

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  26,377百万円 21年3月期  24,910百万円

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

21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

58,000 △3.3 2,300 △10.9 2,400 △9.0 1,100 △8.7 30.90

通期 125,000 △4.9 4,500 △30.0 4,500 △28.5 2,200 △18.6 61.80
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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) 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  
 【（注）詳細は、３～４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） 

 【（注）詳細は、３～４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)平成22年3月期 第2四半期累計期間の連結業績予想については、本日公表の「平成22年3月期 第2四半期累計期間 連結業績予想の修正に関するお
知らせ」をご覧下さい。 

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月期第1四半期 35,635,879株 21年3月期  35,635,879株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  39,281株 21年3月期  38,473株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 35,596,804株 21年3月期第1四半期 35,602,156株
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【定性的情報・財務諸表等】  

 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 

 

当第１四半期における日本経済は、輸出や生産に下げ止まりの兆しが見られるものの、企業収益は大

幅に減少し、雇用情勢の悪化を背景に個人消費の減少が続くなど、景気は厳しい状況下で推移いたしま

した。当社グループが関連する建設市場では、公共投資は依然低水準で推移し、民間企業による設備投

資は引き続き減少するなど、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、急激な建設需要の変化による受注および利益の減少への対

応を最優先課題として、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１四半期の業績につきましては、受注高は241億57百万円（前年同期比36.6％減）、売上高は261

億67百万円（同1.0％減）となりました。利益面では、施工部門による現場力強化により工事採算の改

善が進展し、また間接経費の削減成果も加わって営業利益は 14 億 56 百万円（同 43.8％増）、経常利益

は14億円93百万円（同41.7％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、７億

23百万円（同28.4％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、仕入債務の減少およ

び法人税等の支払い等により17億９百万円の支出となりました。投資活動におきましては、有形固定資

産の取得等により55百万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５

億37百万円の支出となり、当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は95億12百万円となり

ました。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

 

当社グループの第２四半期累計期間の業績予想につきましては、第１四半期終了時点において当社を

中心とした工事採算の改善を織り込んだ結果、利益面で予想を上回る見込みであることから平成 21 年

５月11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「平成22年３月期 第２

四半期累計期間 連結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、通期の業績予想につきましては、現時点において下期以降の景気動向等が不透明であるため、

期初の公表値を据え置いておりますが、業績予想の修正が必要となった場合は、速やかに公表させてい

ただきます。 

 

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固定資産については、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。 
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 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 

  完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

  当社及び国内連結子会社における請負工事に係る収益の計上基準は、従来、長期工事（工期１年以

上）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、「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）を当第１四半期連結会計

期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、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316百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は21百万

円それぞれ増加しております。 

 

- 4 -

住友電設(株) (1949) 平成22年3月期 第1四半期決算短信



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１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 9,512 11,698

受取手形・完成工事未収入金等 30,318 37,296

未成工事支出金等 6,861 6,994

その他 2,723 2,850

貸倒引当金 △65 △75

流動資産合計 49,350 58,765

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,271 7,267

その他 11,957 11,886

減価償却累計額 △7,874 △7,757

その他（純額） 4,083 4,128

有形固定資産合計 11,354 11,396

無形固定資産   

のれん 391 402

その他 1,104 1,172

無形固定資産合計 1,496 1,574

投資その他の資産   

投資有価証券 7,620 6,302

その他 4,637 4,960

貸倒引当金 △415 △416

投資その他の資産合計 11,843 10,846

固定資産合計 24,694 23,817

資産合計 74,044 82,582

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 24,659 32,457

短期借入金 6,632 6,642

未払法人税等 275 2,130

引当金 59 143

その他 8,147 8,437

流動負債合計 39,775 49,811

固定負債   

長期借入金 3,252 3,544

退職給付引当金 2,920 2,848

役員退職慰労引当金 267 327

その他 405 176

固定負債合計 6,844 6,897

負債合計 46,620 56,708
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21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 12,683 12,138

自己株式 △17 △17

株主資本合計 25,144 24,599

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,449 667

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 △216 △357

評価・換算差額等合計 1,233 310

少数株主持分 1,046 963

純資産合計 27,424 25,873

負債純資産合計 74,044 82,582
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 26,436 26,167

売上原価 23,537 22,887

売上総利益 2,899 3,280

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 727 667

その他 1,159 1,155

販売費及び一般管理費合計 1,886 1,823

営業利益 1,013 1,456

営業外収益   

受取利息 6 6

受取配当金 69 62

不動産賃貸料 － 29

その他 92 30

営業外収益合計 168 129

営業外費用   

支払利息 88 48

為替差損 26 28

その他 12 16

営業外費用合計 127 93

経常利益 1,053 1,493

特別利益 － －

特別損失   

投資有価証券評価損 31 －

特別損失合計 31 －

税金等調整前四半期純利益 1,022 1,493

法人税、住民税及び事業税 152 240

法人税等調整額 286 477

法人税等合計 438 718

少数株主利益 20 51

四半期純利益 563 723
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６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 1,022 1,493

減価償却費 171 184

のれん償却額 3 7

投資有価証券評価損益（△は益） 31 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43 △11

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △70 △83

退職給付引当金の増減額（△は減少） 99 61

受取利息及び受取配当金 △75 △69

支払利息 88 48

為替差損益（△は益） △56 29

売上債権の増減額（△は増加） 11,439 7,280

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,990 135

仕入債務の増減額（△は減少） △4,991 △8,027

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,152 572

未払消費税等の増減額（△は減少） △498 △370

その他 △1,076 △875

小計 6,203 376

利息及び配当金の受取額 75 68

利息の支払額 △73 △43

法人税等の支払額 △481 △2,110

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,723 △1,709

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 △213 △89

有形固定資産の売却による収入 4 3

無形固定資産の取得による支出 △70 △8

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

その他 125 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △155 △55

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） △58 31

長期借入金の返済による支出 △517 △378

配当金の支払額 △213 △177

少数株主への配当金の支払額 △11 △11

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △801 △537

現金及び現金同等物に係る換算差額 △103 115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,663 △2,186

現金及び現金同等物の期首残高 9,659 11,698

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,323 9,512
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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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６．その他

 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 7,933 20.8 3,941 16.3 △3,991 △50.3 18,471 13.6

一 般 電 気 工 事 20,964 55.0 12,631 52.3 △8,332 △39.7 80,833 59.5

情 報 通 信 工 事 5,428 14.3 4,520 18.7 △907 △16.7 21,642 15.9

ﾌﾟﾗﾝﾄ･空調工事 2,341 6.1 1,770 7.3 △571 △24.4 8,537 6.3

そ の 他 1,418 3.8 1,292 5.4 △125 △8.9 6,388 4.7

合 計 38,086 100.0 24,157 100.0 △13,928 △36.6 135,874 100.0

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 2,109 8.0 3,382 12.9 1,272 60.3 15,364 11.7

一 般 電 気 工 事 17,250 65.3 15,556 59.5 △1,694 △9.8 80,217 61.0

情 報 通 信 工 事 4,111 15.6 3,131 12.0 △980 △23.9 21,394 16.3

ﾌﾟﾗﾝﾄ･空調工事 1,546 5.8 2,805 10.7 1,259 81.4 8,108 6.2

そ の 他 1,418 5.3 1,292 4.9 △125 △8.9 6,388 4.8

合 計 26,436 100.0 26,167 100.0 △269 △1.0 131,473 100.0

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 11,870 17.6 9,714 16.7 △2,155 △18.2 9,154 15.2

一 般 電 気 工 事 48,112 71.2 42,090 72.2 △6,022 △12.5 45,014 74.6

情 報 通 信 工 事 4,635 7.0 4,955 8.5 320 6.9 3,566 5.9

ﾌﾟﾗﾝﾄ･空調工事 2,933 4.2 1,532 2.6 △1,400 △47.8 2,567 4.3

合 計 67,551 100.0 58,293 100.0 △9,258 △13.7 60,303 100.0

増　　　　減

　　至 平成21年３月31日）

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

前連結会計年度

（自 平成20年４月１日

増　　　　減 （自 平成20年４月１日

前連結会計年度

　　至 平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日

(平成20年６月30日）

　　至 平成20年６月30日）

　　至 平成21年６月30日）　　至 平成20年６月30日）

（自 平成20年４月１日

　　至 平成21年６月30日）

（自 平成21年４月１日

工  事  種  別

工  事  種  別

工  事  種  別

前第１四半期連結累計期間

(平成21年６月30日） (平成21年３月31日）

前連結会計年度末前第１四半期連結会計期間末 当第１四半期連結会計期間末 増　　　　減
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