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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して 

   いない。 

   ２ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

   ３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

  

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第81期

第１四半期連結累計(会計)期間
第80期

会計期間
自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日

自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日

売上高 (百万円) 43,753 236,206

経常利益 (百万円) 342 8,243

四半期(当期)純利益 (百万円) 62 3,369

純資産額 (百万円) 84,370 84,528

総資産額 (百万円) 238,666 239,770

１株当たり純資産額 (円) 1,120.81 1,122.51

１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) 0.83 45.21

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益 

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 35.0 34.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 428 18,492

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 414 △12,983

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △874 △4,945

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 13,532 13,572

従業員数 (人) 7,762 7,473
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当第１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更

はない。 

 また、主要な関係会社に異動はない。 

  

  

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

  

(1) 連結会社の状況 

                       平成20年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員である。 

     ２ 当社グループ外への出向者（135人）を除いて表示している。  

  

  

(2) 提出会社の状況 

                       平成20年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員である。 

     ２ 社外への出向者（323人）を除いて表示している。  

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(人) 7,762

従業員数(人) 5,325
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第２ 【事業の状況】 

(1) 受注実績 
  

 
  

(2) 売上実績 
  

 
  

 
  

(3) 繰越工事高 

 
  

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去している。 

２ 当連結企業集団では設備工事業以外は受注生産を行っていない。 

３ 当連結企業集団では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載していない。 

４ 本表の金額には、消費税等は含まれていない。 

１ 【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日)

金額(百万円) 

設備工事業 72,296 

リース事業 ― 

その他の事業 ― 

合計 72,296 

事業の種類別セグメントの名称

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日)

金額(百万円) 

設備工事業 40,264 

リース事業 2,043 

 その他の事業 1,445 

合計 43,753 

      上記の内、主な相手先別の売上実績及び総売上実績に対する割合は、次のとおりである。

相手先

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日)

金額(百万円) 割合(％)

九州電力㈱ 14,055 32.1

事業の種類別セグメントの名称

当第１四半期連結会計期間 
(平成20年６月30日)

金額(百万円)

設備工事業 145,940

リース事業 ―

その他の事業 ―

合計 145,940
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(4) 売上にかかる季節的変動について 

    設備工事業においては、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中してい 

 るため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４ 

 四半期連結会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動がある。 

  

なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりである。 

  

設備工事業における受注工事高及び完成工事高の状況 

(1) 受注工事高、完成工事高、繰越工事高 

  

 
  

(注) １ 前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合、期中受注工事高にその 

増減額を含む。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれる。 

２ 期末繰越工事高は(期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高)である。 

  

(2) 受注工事高 

  

 
  

(注) １ 受注工事高のうち請負金額５億円以上の主なものは、次のとおりである。 

  
      当第１四半期会計期間  

期別 区分
期首繰越
工事高 
(百万円)

期中受注
工事高 
(百万円)

計 
(百万円)

期中完成 
工事高 
(百万円)

期末繰越  
工事高  
(百万円)

当第１四半期累計期間
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日)

配電線工事 1,698 13,712 15,410 13,795 1,614

屋内線工事 69,777 34,166 103,944 16,226 87,717

空調管工事 39,861 19,068 58,930 9,108 49,822

計 111,337 66,947 178,285 39,130 139,154

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

配電線工事 1,405 58,473 59,878 58,180 1,698

屋内線工事 50,427 119,851 170,279 100,501 69,777

空調管工事 29,160 64,110 93,271 53,409 39,861

計 80,993 242,435 323,429 212,091 111,337

期別 区分
官公庁
(百万円)

民間(百万円) 合計
(百万円)九州電力㈱ 一般民間会社 計

当第１四半期会計期間
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日)

配電線工事 0 12,964 747 13,711 13,712

屋内線工事 3,586 370 30,208 30,579 34,166

空調管工事 988 1,122 16,958 18,080 19,068

計 4,575 14,457 47,914 62,372 66,947

清水建設㈱ ㈱ＳＵＭＣＯ伊万里ソーラー工場新築工事 

光進・味岡・建設工事共同企業体 球磨郡公立多良木病院増築・改修工事 電気・機械設備

博多駅ビル（仮称）新築工事共同企業体 博多駅ビル（仮称）新築工事 基幹設備（電気工事）
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(3) 完成工事高 

  

 
  

(注) １ 完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであ

る。 

      当第１四半期会計期間   九州電力㈱  13,791百万円  35.2％ 

  
   ２ 完成工事高のうち請負金額５億円以上の主なものは、次のとおりである。 

  
      当第１四半期会計期間  

 
  

(4) 繰越工事高（平成20年６月30日現在） 

  

 
  

(注) １ 繰越工事高のうち請負金額10億円以上の主なものは、次のとおりである。 
  

 
  

  

期別 区分
官公庁
(百万円)

民間(百万円) 合計
(百万円)九州電力㈱ 一般民間会社 計

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日)

配電線工事 0 13,082 712 13,795 13,795

屋内線工事 1,332 457 14,436 14,893 16,226

空調管工事 1,294 251 7,561 7,813 9,108

計 2,628 13,791 22,710 36,502 39,130

戸田建設㈱ 福岡銀行新本部ビル新築 電気衛生空調工事

独立行政法人国立病院機構 別府医療
センター

独立行政法人国立病院機構 別府医療センター病棟等建替
整備工事（機械）

㈱竹中工務店 福岡商事博多ビル 電気・給排水衛生・空調調和設備工事

㈱電気ビル
「渡辺通2丁目開発計画」（仮称）北ビル計画のうち電気
設備工事

区分
官公庁 
(百万円)

民間(百万円) 合計
(百万円)九州電力㈱ 一般民間会社 計

配電線工事 352 1,002 260 1,262 1,614

屋内線工事 15,442 503 71,771 72,274 87,717

空調管工事 3,110 3,383 43,327 46,711 49,822

計 18,905 4,889 115,359 120,249 139,154

㈱淺沼組 イオン筑紫野ＳＣ 電気・給排水衛生・空調工事 平成20年９月完成予定

五洋建設㈱ 大日本印刷㈱堺工場建設工事の内、電気設備工事 平成21年２月 〃

大和ハウス工業㈱ （仮称）つくばショッピングセンター新築工事 平成20年10月 〃

清水建設㈱ ㈱ＳＵＭＣＯ伊万里ソーラー工場新築工事 平成20年12月 〃

法務省 福岡刑務所炊場・講堂棟等新営（電気設備）工事 平成23年２月 〃
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当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。 

  

  

  

(1) 業績の状況 

当第１四半期におけるわが国の経済は、原油価格をはじめとした原材料価格の高騰やサブプライムロ

ーン問題を背景とした米国経済の景気後退懸念から、景気の下振れリスクが高まっている。建設業界に

おいても、公共投資が低調に推移するなか、民間設備投資の減速も懸念され、建設市場の縮小に伴い受

注競争はますます激化している。 

このような情勢のなかで当社グループは、本年度の経営の基本的課題を『目標利益の確保』と定め、

いかなる状況においても利益が確保できる体制の確立に向け、戦略機能や執行機能を強化するための体

制など、グループ経営の強化と経営基盤の確立について、積極果敢な取り組みを実践してきた。 

その結果、当第１四半期の工事受注高は、722億96百万円を確保した。 

 売上高については、前連結会計年度末から繰り越した大型工事が完成したことなどから、437億53百

万円となった。 

 利益面においては、売上高の増加に加え、コスト削減等の施工努力により、売上総利益が増加したこ

とから、営業利益は66百万円、経常利益は3億42百万円、四半期純利益は62百万円となった。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

（設備工事業） 

配電線工事が堅調に推移したことに加え、屋内線工事や空調管工事では、前連結会計年度末から繰り

越した大型工事の完成などから、設備工事全体で402億64百万円の売上高となった。 

（リース事業） 

新規契約における与信管理を徹底し、ファイナンス・リース部門に注力したことなどから、20億43百

万円の売上高となった。 

（その他の事業） 

医療関連事業をはじめ、各事業とも概ね堅調に推移し、14億45百万円の売上高となった。 

  

(2) 財政状態の分析 

当第１四半期末の総資産は、手持工事の増加に伴い未成工事支出金は増加したが、売上債権の減少な

どから、前連結会計年度末に比べ、11億3百万円減少し、2,386億66百万円となった。 

 負債合計は、手持工事の増加に伴い未成工事受入金は増加したが、仕入債務の減少などから、前連結

会計年度末に比べ、9億45百万円減少し、1,542億96百万円となった。 

 純資産合計は、その他有価証券評価差額金は増加したが、配当金の支払いによる利益剰余金の減少な

どから、前連結会計年度末に比べ、1億57百万円減少し、843億70百万円となった。 

  

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態及び経営成績の分析】
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(3) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、135億32百

万円となった。 

 なお、当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

である。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は4億28百万円であり、これは主に、売上債権の減少や、未成工事受入

金の増加によるものである。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は4億14百万円であり、これは主に、投資有価証券の売却や長期貸付金

の回収による収入の増加によるものである。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は8億74百万円であり、これは主に、有利子負債の返済が進んだことに

よるものである。 

  

  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はない。 

  

(5) 研究開発活動 

（設備工事業） 

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、72百万円である。 

 なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はな

い。 

 また、子会社における研究開発活動は特段行われていない。 

  

（リース事業及びその他の事業） 

研究開発活動は特段行われていない。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更はない。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売

却等の計画はない。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はない。 

  

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はない。 

  

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

  

  

(5) 【大株主の状況】 

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 250,000,000

計 250,000,000

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成20年８月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 83,005,819 83,005,819
東京証券取引所
 （市場第一部） 
 福岡証券取引所

―

計 83,005,819 83,005,819 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成20年６月30日 ― 83,005 ― 7,901  ― 7,889
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(6) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することが

できないことから、直前の基準日である平成20年３月31日現在で記載している。 

① 【発行済株式】 

平成20年３月31日現在 

 
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権１個)含まれて

いる。 

  

② 【自己株式等】 

平成20年３月31日現在 

 
  

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はない。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

 無議決権株式 ― ― ―

 議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

 議決権制限株式(その他) ― ― ―

 完全議決権株式(自己株式等)

 (自己保有株式)
 普通株式 8,475,000

― ―

 (相互保有株式)
 普通株式    45,000

― ―

 完全議決権株式(その他)
 普通株式

73,581,000
73,581 ―

 単元未満株式
 普通株式

904,819
― １単元(1,000株)未満の株式

 発行済株式総数 83,005,819 ― ―

 総株主の議決権 ― 73,581 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

 (自己保有株式) 
 ㈱九電工

福岡市南区那の川一丁目
 23－35

8,475,000 ― 8,475,000 10.21

 (相互保有株式) 
 ㈱九建

福岡市中央区清川二丁目
 13－６

43,000 ― 43,000 0.05

 (相互保有株式) 
 西技工業㈱

福岡市中央区渡辺通二丁目
 ９－22

2,000 ― 2,000 0.00

計 ― 8,520,000 ― 8,520,000 10.26

２ 【株価の推移】

月別
平成20年 
 ４月

 
 ５月  ６月

最高(円) 540 657 751

最低(円) 481 533 646

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規

則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月

１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四

半期レビューを受けている。 

なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監

査法人から名称変更している。 

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１【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20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20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,891 14,118

受取手形・完成工事未収入金等 64,269 62,619

有価証券 862 1,712

未成工事支出金 41,991 28,313

不動産事業支出金 1,198 1,096

商品 2,508 3,128

原材料 876 720

繰延税金資産 2,852 2,794

その他 2,443 3,324

貸倒引当金 △1,849 △831

流動資産合計 129,045 116,996

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１, ※２  30,056 ※１, ※２  30,315

土地 26,787 26,776

その他（純額） ※１, ※２, ※３  6,422 ※１, ※２, ※３  19,529

有形固定資産合計 63,265 76,621

無形固定資産 1,270 1,324

投資その他の資産   

投資有価証券 24,008 23,446

長期貸付金 2,602 3,112

繰延税金資産 14,094 14,135

その他 11,101 10,806

貸倒引当金 △6,721 △6,672

投資その他の資産合計 45,085 44,828

固定資産合計 109,620 122,773

資産合計 238,666 239,770

─ 13 ─



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20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20年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 41,622 51,455

短期借入金 22,231 24,615

未払法人税等 465 2,202

未成工事受入金 31,306 19,451

役員賞与引当金 41 131

工事損失引当金 439 466

その他 5,591 6,455

流動負債合計 101,698 104,777

固定負債   

長期借入金 17,766 15,872

退職給付引当金 27,785 27,939

役員退職慰労引当金 162 223

長期未払金 4,261 4,339

負ののれん 32 36

その他 2,588 2,052

固定負債合計 52,597 50,464

負債合計 154,296 155,242

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,901 7,901

資本剰余金 7,889 7,889

利益剰余金 73,061 73,372

自己株式 △3,718 △3,710

株主資本合計 85,134 85,453

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,594 △1,824

為替換算調整勘定 △40 11

評価・換算差額等合計 △1,634 △1,813

少数株主持分 870 888

純資産合計 84,370 84,528

負債純資産合計 238,666 239,770
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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）

当第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) 

売上高  

完成工事高 40,264

その他の事業売上高 3,488

売上高合計 43,753

売上原価  

完成工事原価 36,162

その他の事業売上原価 3,064

売上原価合計 39,227

売上総利益  

完成工事総利益 4,101

その他の事業総利益 424

売上総利益合計 4,526

販売費及び一般管理費 ※１  4,459

営業利益 66

営業外収益  

受取利息 77

受取配当金 137

負ののれん償却額 4

受取賃貸料 90

その他 112

営業外収益合計 421

営業外費用  

支払利息 40

持分法による投資損失 38

デリバティブ評価損 55

その他 11

営業外費用合計 145

経常利益 342

特別利益  

前期損益修正益 115

固定資産売却益 15

その他 32

特別利益合計 163

特別損失  

前期損益修正損 11

固定資産処分損 7

投資有価証券評価損 45

割増退職金 69

その他 56

特別損失合計 190

税金等調整前四半期純利益 315

法人税等 ※３  270

少数株主損失（△） △16

四半期純利益 62
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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) 

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 315

減価償却費 621

負ののれん償却額 △4

貸倒引当金の増減額（△は減少） 189

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△215

受取利息及び受取配当金 △214

支払利息 40

為替差損益（△は益） 5

持分法による投資損益（△は益） 45

有形固定資産売却損益（△は益） △9

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 45

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 24

売上債権の増減額（△は増加） 17,961

未成工事支出金の増減額（△は増加） △13,780

たな卸資産の増減額（△は増加） 463

仕入債務の増減額（△は減少） △9,832

未成工事受入金の増減額（△は減少） 11,855

未払消費税等の増減額（△は減少） △246

その他 △4,846

小計 2,418

利息及び配当金の受取額 188

利息の支払額 △40

法人税等の支払額 △2,138

営業活動によるキャッシュ・フロー 428

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △73

定期預金の払戻による収入 259

有形固定資産の取得による支出 △715

有形固定資産の売却による収入 13

投資有価証券の取得による支出 △304

投資有価証券の売却による収入 825

長期貸付けによる支出 △6

長期貸付金の回収による収入 527

その他 △112

投資活動によるキャッシュ・フロー 414
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（単位：百万円）

当第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) 

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） △3,147

長期借入れによる収入 3,800

長期借入金の返済による支出 △1,142

自己株式の取得による支出 △7

配当金の支払額 △373

少数株主への配当金の支払額 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △874

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △40

現金及び現金同等物の期首残高 13,572

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  13,532
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【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】 

  

 
  

当第１四半期連結会計期間
(自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日)

１ 会計処理基準に関する事項の変更 

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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)を当

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更している。 

 なお、この変更により、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は軽微である。 

(2)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の適用 

「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）を当第１四半期連結会計期間から適用している。 

 この適用により、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はない。 

(3)リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ていたが、「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)を当第１四半期連結会計期間から早

期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっている。 

 (借手側) 

 リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によってい

る。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用している。  

(貸手側) 

 ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上す

る方法によっている。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首に前連

結会計年度末における固定資産の減価償却累計額控除後の額で契約したものとして、リース投資資産に計上す

る方法によっている。 

 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース投資資産が流動資産(受取手形・完成工事未収入金等)

に138億75百万円計上され、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は軽微である。 
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【簡便な会計処理】 

  

 
  

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】 

  

 
  

【追加情報】 

  

 
  

当第１四半期連結会計期間
(自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日)

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

連結子会社においては、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著し

い変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定している。 

 

２ 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっている。 

 

３ 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の減価償却費については、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いる。 

 

４ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用することとしている。   

 

当第１四半期連結会計期間
(自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日)

１ 税金費用の計算 

当第１四半期連結会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用している。 

 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示している。 

 

当第１四半期連結会計期間
(自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日)

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として、機械装

置の耐用年数について見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より改正後の法人税法に基づく耐用年数を適用して

いる。 

 なお、この変更により営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微である。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※１  有形固定資産の減価償却累計額  31,473百万円
 

 有形固定資産の減価償却累計額  63,129百万円

※２ 国庫補助金による圧縮記帳額は、建物１百万円、

機械装置129百万円であり、四半期連結貸借対照表計

上額はこの圧縮記帳額を控除している。 

国庫補助金による圧縮記帳額は、建物１百万円、

機械装置129百万円であり、連結貸借対照表計上額は

この圧縮記帳額を控除している。 

 

※３ リース資産から直接控除したリース資産処分損失

引当金は、次のとおりである。 

 
4百万円

 

リース資産から直接控除したリース資産処分損失

引当金は、次のとおりである。 

 
882百万円

 

 ４ 偶発債務については、次のとおり債務の保証を行

っている。 

(1)三菱ＵＦＪ信託銀行㈱他２行 

九電工共済会(当社の福利厚生団体) 

 
(2)㈱三井住友銀行 

 
(3)㈱みずほコーポレート銀行 

 
(4)日本政策投資銀行 

借入契約 63百万円

九州電工ホーム㈱顧客 

借入連帯保証 0百万円

渥美グリーンパワー㈱ 

借入保証 1,213百万円

長島ウインドヒル㈱ 

借入保証 560百万円

計 1,837百万円

偶発債務については、次のとおり債務の保証を行

っている。 

(1)三菱ＵＦＪ信託銀行㈱他２行 

九電工共済会(当社の福利厚生団体) 

 
(2)㈱三井住友銀行 

 
(3)㈱みずほコーポレート銀行 

 
(4)日本政策投資銀行 

借入契約 75百万円

九州電工ホーム㈱顧客 

借入連帯保証 0百万円

渥美グリーンパワー㈱ 

借入保証 1,246百万円

長島ウインドヒル㈱ 

借入保証 560百万円

計 1,882百万円

 ５ 受取手形裏書譲渡高         212百万円 受取手形裏書譲渡高         73百万円 

 

 ６ （当社借手側） 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要

取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結して

いる。 

当第１四半期連結会計期間末における貸出コミッ

トメントに係る借入未実行残高は次のとおりであ

る。 

 

（当社貸手側） 

当社は、ＰＦＩ事業会社(４社)への協調融資にお

ける劣後貸出人として同４社と劣後貸付契約を締結

している。 

なお、貸出コミットメントの総額は74百万円であ

るが、当第１四半期連結会計期間末における実行残

高はない。 

貸出コミットメントの総額 15,000百万円

借入実行残高 7,000百万円

差引額 8,000百万円

 

 

（当社借手側） 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要

取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結して

いる。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高は次のとおりである。 

 

（当社貸手側） 

当社は、ＰＦＩ事業会社(４社)への協調融資にお

ける劣後貸出人として同４社と劣後貸付契約を締結

している。 

なお、貸出コミットメントの総額は74百万円であ

るが、当連結会計年度末における実行残高はない。 

貸出コミットメントの総額 15,000百万円

借入実行残高 7,000百万円

差引額 8,000百万円
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(四半期連結損益計算書関係) 

  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

当第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)

※１  このうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。 

従業員給料手当          1,997百万円 

 退職給付費用            136百万円 

 貸倒引当金繰入額          226百万円 

 減価償却費             190百万円 

 

 ２ 当社グループの売上高は、主たる事業である設備工事業において、契約により工事の完成引渡しが第４四

半期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における売上

高に比べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動がある。 

 

※３ 税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は「法人税等」に含

めて表示している。 
 

当第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)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 13,891百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △389百万円

取得日から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資（有価証券） 
30百万円

現金及び現金同等物 13,532百万円
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(株主資本等関係) 

当第１四半期連結会計(累計)期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

  

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はない。 

  

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 
    

     該当事項はない。 

  
  

  

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 83,005,819

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 8,505,889

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月27日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 372 ５ 平成20年３月31日 平成20年６月９日
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(セグメント情報) 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第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) 

  

 
(注)１ 事業の区分は、日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。 

   ２ 各事業の区分に属する主要な事業の内容 

    設備工事業   ： 配電線工事及び建築設備工事全般に関する事業 

     リース事業   ： 自動車・ＯＡ機器・情報通信機器等のリース事業 

     その他の事業   ： 不動産販売事業、電気及び空調管機器販売事業、ソフトウェア開発事業、 

                 運送事業、風力発電事業、人材派遣事業、遠隔画像診断支援サービス、 

                ゴルフ場経営等 

   ３ 会計処理基準に関する事項の変更 

 (1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

    「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）を当第１四半期連結会計期間から適用している。 

    これに伴う各セグメントの営業利益に与える影響は軽微である。 

  (2) 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の適用 

    「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）を当第１四半期連結会計期間から適用している。 

    これに伴う各セグメントの営業利益に与える影響はない。 

 (3) リース取引に関する会計基準の適用 

    「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）を当第１四半期連結会  

     計期間から早期適用している。 

       これに伴う各セグメントの営業利益に与える影響は軽微である。 

   ４ 有形固定資産の耐用年数の変更 

  当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機とし 

 て、機械装置の耐用年数について見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より改正後の法人税法に基づく 

 耐用年数を適用している。 

  これに伴う各セグメントの営業利益に与える影響は軽微である。 

      

  

【所在地別セグメント情報】 

当第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) 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略している。 

  

【海外売上高】 

当第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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略している。 

設備工事業 
(百万円)

リース事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

40,264 2,043 1,445 43,753 ― 43,753

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

121 685 3,831 4,638 (4,638) ―

計 40,386 2,729 5,276 48,391 (4,638) 43,753

営業利益又は営業損失(△) △38 28 22 12 54 66
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(有価証券関係) 

  

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日） 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  (注) 当第１四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について９百万円減損処理を行っ 

        ている。 

     なお、減損にあたっては、第１四半期連結会計期間末における時価が、取得原価の30％以上下落したもの 

     を「著しく下落した」ものとしており、原則として50％程度以上下落したものについては、回復する見込が 

        ないものとして減損処理を行っている。また、30％以上50％未満下落したものについては、回復可能性の判 

        定を行い、減損処理の要否を決定している。 

  

(デリバティブ取引関係) 

  

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日） 

  

複合金融商品関連 

 
  

取得原価
(百万円)

四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

①株式 13,521 11,060 △2,461
②債券

  その他 3,130 3,063 △66
③その他 1,119 889 △230

合計 17,771 15,013 △2,758

種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

債  券 884 828 △ 55
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

 
  
(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

２ １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

 
(注) １. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在していないため記載していない。 

   ２. １株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はない。 

  

  

  

該当事項はない。 

  

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

1,120.81円 1,122.51円

項目
当第１四半期連結会計期間末   

(平成20年６月30日)
前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 84,370 84,528

普通株式に係る純資産額(百万円) 83,500 83,639

差額の主な内訳(百万円) 
 少数株主持分 870 

 
888 

 普通株式の発行済株式数(千株) 83,005 83,005

 普通株式の自己株式数(千株) 8,505 8,494

１株当たり純資産額の算定に用いら 
れた普通株式の数(千株) 

74,499 74,511

当第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)

１株当たり四半期純利益 0.83円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －円

項目
当第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)

四半期純利益(百万円) 62

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

 普通株式に係る四半期純利益
(百万円)

62

 普通株式の期中平均株式数(千株) 74,507

２【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。 
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平成20年８月８日

株式会社九電工 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社九電工の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社九電工及び連結子会社の平成20年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社員 

公認会計士  奥  村  勝  美  ㊞ 

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社員 

公認会計士  柴  田  祐  二  ㊞ 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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 (大阪市北区豊崎五丁目６番２号(北梅田大宮ビル)) 

株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

証券会員制法人福岡証券取引所 

 (福岡市中央区天神二丁目14番２号) 



当社代表取締役社長橋田紘一は、当社の第81期第１四半期(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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