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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

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
23年3月期第2四半期 48,210 △14.1 1,649 △46.2 1,797 △43.5 895 △43.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 937百万円 （98.4％） 23年3月期第2四半期 472百万円 （―％）

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2四半期 33.68 ―
23年3月期第2四半期 25.15 ―

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

24年3月期第2四半期 72,205 31,735 42.4 859.73
23年3月期 71,477 31,025 41.8 838.81
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  30,600百万円 23年3月期  29,856百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 5.00
24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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、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 120,000 9.7 5,600 36.5 5,800 32.5 3,000 49.0 84.29



(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 

（注）「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。 
   詳細は、添付資料Ｐ.3をご覧ください。 

(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き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。 

4.  その他

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   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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2Q 35,635,879 株 23年3月期 35,635,879 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 42,946 株 23年3月期 42,192 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 35,593,383 株 23年3月期2Q 35,594,814 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、東日本大震災からの復旧・復興が始まり、生産や輸

出に持ち直しの動きがみられましたが、電力供給の制約や、欧州債務問題、米国経済の減速など、

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、アジア経

済の成長、円高の長期化を背景に、民間企業による海外進出が加速し、海外建設需要は好調に推移

しましたが、国内では震災復旧に向けた動きはあるものの、公共投資が低調に推移するなど、依然

として厳しい経営環境にありました。 

 

このような状況のもと、当社グループは、海外事業の拡大・強化および環境事業の積極展開に取

り組むとともに、体質改善活動のさらなるレベルアップにより、厳しい事業環境下においても確実

に利益の出せる企業体質の構築並びに収益基盤の強化に取り組んでまいりました。 

 

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の業績が堅調に推

移し、受注高は613億86百万円（前年同期比18.8％増）、売上高は563億18百万円（同16.8％増）

となりました。利益面では、売上高の増加により営業利益は 21 億 33 百万円（同 29.4％増）、経常

利益は22億20百万円（同23.5％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、

11億98百万円（同33.9％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２四半期末の総資産は、工事量の増加に伴い未成工事支出金等が10億1百万円増加し、前連

結会計年度末より7億28百万円増加の722億5百万円となりました。負債の部は、工事量の増加に

伴い支払手形・工事未払金等が増加したため、流動負債は4億37百万円増加しましたが、長期借入

金の返済により固定負債が4億20百万円減少した結果、前連結会計年度末より17百万円増加の404

億70百万円となりました。純資産の部は、利益剰余金が10億20百万円増加し、前連結会計年度末

より7億 10百万円増加の317 億 35 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0.6ポイント改善して42.4％となりました。 

 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、当社単体の業績改善に加え、海外子会社においても日系企業を

中心とした設備投資が好調に推移していることから、平成23 年５月12日公表の売上高、営業利益、

経常利益、当期利益をそれぞれ上方修正いたしました。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 10,000 △19.9% 10,000 △14.3% 

一 般 電 気 工 事 85,000 26.6 76,000 18.1 

情 報 通 信 工 事 20,500 3.4 20,500 2.6 

ﾌ ﾟ ﾗ ﾝ ﾄ ･空 調 工 事 7,000 10.6  6,000 12.0 

そ の 他 7,500 △6.1 7,500 △6.1 

合 計 130,000 14.3 120,000 9.7 
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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 

  有形固定資産の減価償却方法の変更 

  当社及び連結子会社は、従来、建物以外の有形固定資産の減価償却方法について、定率法を採用し

ておりましたが、親会社である住友電気工業株式会社との会計方針の統一を目的として、当第１四半

期連結会計期間より将来にわたり定額法に変更しております。 

  これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ25百万円増加しております。 

 

（4）追加情報 

  会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

  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。 
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４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 11,606 12,188

受取手形・完成工事未収入金等 33,022 32,919

未成工事支出金等 2,148 3,149

その他 2,033 2,119

貸倒引当金 △44 △43

流動資産合計 48,765 50,334

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,252 7,235

その他 11,833 11,802

減価償却累計額 △7,903 △7,940

その他（純額） 3,930 3,862

有形固定資産合計 11,183 11,097

無形固定資産   

のれん 329 304

その他 801 674

無形固定資産合計 1,130 978

投資その他の資産   

投資有価証券 6,944 6,677

その他 4,243 3,915

貸倒引当金 △789 △796

投資その他の資産合計 10,398 9,795

固定資産合計 22,712 21,871

資産合計 71,477 72,205

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 24,258 25,151

短期借入金 3,224 3,220

未払法人税等 568 623

引当金 324 143

その他 6,175 5,850

流動負債合計 34,551 34,988

固定負債   

長期借入金 2,465 2,149

退職給付引当金 2,265 2,303

役員退職慰労引当金 500 473

その他 669 555

固定負債合計 5,901 5,481

負債合計 40,452 40,470
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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２四半期連結会計期間 
(平成23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 16,561 17,582

自己株式 △18 △18

株主資本合計 29,021 30,041

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,163 1,007

為替換算調整勘定 △328 △448

その他の包括利益累計額合計 835 558

少数株主持分 1,168 1,135

純資産合計 31,025 31,735

負債純資産合計 71,477 72,205
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

売上高 48,210 56,318

売上原価 43,174 50,682

売上総利益 5,035 5,635

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 1,164 1,267

その他 2,221 2,234

販売費及び一般管理費合計 3,386 3,501

営業利益 1,649 2,133

営業外収益   

受取利息 5 7

受取配当金 82 74

その他 173 142

営業外収益合計 261 223

営業外費用   

支払利息 61 51

為替差損 0 55

コミットメントフィー 29 －

その他 20 29

営業外費用合計 112 137

経常利益 1,797 2,220

特別損失   

訴訟損失引当金繰入額 － 28

投資有価証券評価損 74 －

特別損失合計 74 28

税金等調整前四半期純利益 1,723 2,192

法人税、住民税及び事業税 594 793

法人税等調整額 244 117

法人税等合計 838 910

少数株主損益調整前四半期純利益 884 1,281

少数株主利益又は少数株主損失（△） △10 82

四半期純利益 895 1,198
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 884 1,281

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △380 △156

繰延ヘッジ損益 △1 －

為替換算調整勘定 △30 △187

その他の包括利益合計 △412 △344

四半期包括利益 472 937

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 501 922

少数株主に係る四半期包括利益 △29 14
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

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 1,723 2,192

減価償却費 380 361

のれん償却額 24 24

投資有価証券評価損益（△は益） 74 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22 6

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △10

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △72 △70

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） 116 56

受取利息及び受取配当金 △87 △81

支払利息 61 51

為替差損益（△は益） 47 38

売上債権の増減額（△は増加） 11,645 △345

たな卸資産の増減額（△は増加） △750 △1,008

仕入債務の増減額（△は減少） △4,922 1,189

未成工事受入金の増減額（△は減少） 95 391

未払消費税等の増減額（△は減少） △352 △390

その他 △1,186 △553

小計 6,753 1,837

利息及び配当金の受取額 87 80

利息の支払額 △62 △52

法人税等の支払額 △1,583 △788

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,195 1,076

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 △66 △141

有形固定資産の売却による収入 135 23

無形固定資産の取得による支出 △145 △43

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

その他 109 426

投資活動によるキャッシュ・フロー 30 263

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） 314 90

長期借入金の返済による支出 △652 △396

配当金の支払額 △213 △177

少数株主への配当金の支払額 △54 △53

その他 △18 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △625 △561

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 △113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,584 664

現金及び現金同等物の期首残高 9,581 11,524

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,166 12,188
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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 5,726 11.1 4,507 7.4 △1,218 △21.3 12,484 11.0

一 般 電 気 工 事 29,962 58.0 40,630 66.2 10,667 35.6 67,135 59.0

情 報 通 信 工 事 9,489 18.4 8,799 14.3 △689 △7.3 19,834 17.4

ﾌﾟﾗﾝﾄ･空調工事 2,866 5.5 3,749 6.1 882 30.8 6,331 5.6

そ の 他 3,620 7.0 3,700 6.0 79 2.2 7,984 7.0

合 計 51,664 100.0 61,386 100.0 9,722 18.8 113,770 100.0

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 5,566 11.6 5,015 8.9 △550 △9.9 11,672 10.7

一 般 電 気 工 事 28,353 58.8 35,098 62.3 6,745 23.8 64,361 58.8

情 報 通 信 工 事 8,298 17.2 8,844 15.7 545 6.6 19,983 18.3

ﾌﾟﾗﾝﾄ･空調工事 2,371 4.9 3,659 6.5 1,288 54.3 5,358 4.9

そ の 他 3,620 7.5 3,700 6.6 79 2.2 7,984 7.3

合 計 48,210 100.0 56,318 100.0 8,108 16.8 109,360 100.0

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 4,803 10.0 4,947 9.1 143 3.0 5,455 11.1

一 般 電 気 工 事 36,493 75.7 43,189 79.6 6,696 18.4 37,658 76.6

情 報 通 信 工 事 5,445 11.3 4,061 7.5 △1,384 △25.4 4,106 8.3

ﾌﾟﾗﾝﾄ･空調工事 1,469 3.0 2,036 3.8 567 38.6 1,946 4.0

合 計 48,211 100.0 54,235 100.0 6,023 12.5 49,167 100.0

(平成23年９月30日） (平成23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

工  事  種  別

工  事  種  別

工  事  種  別

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

（自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日

(平成22年９月30日）

　　至 平成22年９月30日）

　　至 平成23年９月30日）　　至 平成22年９月30日）

（自 平成22年４月１日

　　至 平成23年９月30日）

（自 平成23年４月１日

増　　　　減

　　至 平成23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22年４月１日

増　　　　減 （自 平成22年４月１日

前連結会計年度

　　至 平成23年３月31日）
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