
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
 
  

   

  

 
   

  

  

 
   

  

  

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

（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 ％

26年３月期第１四半期 50,274 21.4 579 － 1,233 － 809 －
25年３月期第１四半期 41,401 △10.8 △1,234 － △1,036 － △1,033 －

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 1,018百万円( －％) 25年３月期第１四半期 △1,513百万円( －％)

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

26年３月期第１四半期 11.08 －
25年３月期第１四半期 △14.14 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 209,876 96,942 45.6
25年３月期 211,944 95,950 44.8

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 95,605百万円 25年３月期 94,956百万円

２．配当の状況

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

25年３月期 － 5.00 － 5.00 10.00
26年３月期 －

26年３月期(予想) 5.00 － 5.00 10.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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(累計) 111,000 21.1 300 － 800 － 300 － 4.11
通期 258,000 7.8 5,000 14.4 5,800 1.0 3,000 4.1 41.08

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

     

 
     

     

   

  

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（２）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、添付資料P.3「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 83,005,819株 25年３月期 83,005,819株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 9,978,414株 25年３月期 9,975,440株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 73,028,988株 25年３月期１Ｑ 73,103,803株

※ 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に対するレビュー手続は終了しておりません。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料P.3「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。



 

 
（参考）平成26年3月期の個別業績予想 (平成25年4月１日～平成26年3月31日) 

（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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 

 
第2四半期(累計) 

通  期 

百万円  ％ 

108,000  25.6 
247,000  11.3 

百万円  ％

100     －
4,300   42.6

百万円  ％

700   －
5,200   19.4

百万円  ％ 

300    － 
2,800   24.4 

円 銭 

4.11
38.33

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 
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当第１四半期におけるわが国の経済は、政府の経済対策や輸出環境の改善を受けて、公共投資の増加

や生産の回復、個人消費の持ち直しが見られるなど、景気は緩やかに回復しつつあります。 

建設業界におきましては、公共事業や住宅建設が増加するなど、建設市況は改善傾向にありますが、

資材価格や労務費の高騰など建設コストの上昇を背景に、依然として熾烈な受注・価格競争が続く厳し

い状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは、エネルギーに対する社会的関心と需要の高まりを捉え、再

生エネルギー関連工事や省エネルギー・設備リニューアル関連工事の受注拡大を目指し、営業・技術一

体となって技術提案営業を展開いたしました。 

また、グループ内における組織・体制の再編などの経営構造改革を推し進め、現場第一線の強化と業

務の効率化を図る一方、工事原価や固定費などあらゆるコストの削減と採算性を重視した営業戦略の徹

底により、収益力の向上に取り組んでまいりました。 

以上のような事業運営の結果、当第１四半期の業績は下記の通りとなりました。 

  

〔連結業績〕 
 

  

資産合計は、手持工事の進捗に伴い、未成工事支出金は増加しましたが、受取手形・完成工事未収入

金等の売掛債権などが減少したことから、前連結会計年度末に比べ、20億67百万円減少し、2,098億76

百万となりました。 

負債合計は、手持工事の進捗に伴い、未成工事受入金は増加しましたが、仕入債務の決済による支払

手形・工事未払金等の減少などから、前連結会計年度末に比べ、30億60百万円減少し、1,129億33百万

円となりました。 

純資産合計は、配当金の支払があったものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したこと

などから、前連結会計年度末に比べ、９億92百万円増加し、969億42百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

工事受注高 779億 81百万円 （前年同期実績 531億 83百万円）

売 上 高 502億 74百万円 （前年同期実績 414億  1百万円）

営業利益 5億 79百万円 （前年同期実績 営業損失 12億 34百万円）

経常利益 12億 33百万円 （前年同期実績 経常損失 10億 36百万円）

四半期純利益 8億  9百万円 （前年同期実績 四半期純損失 10億 33百万円）

（２）財政状態に関する説明
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今後の経済見通しにつきましては、堅調な国内需要と海外経済の持ち直しを背景に、景気は緩やかな

回復が続くものと予想されます。 

建設業界におきましても、公共事業の増加に加え、企業収益の改善に伴う民間設備投資の回復が期待

されますが、熾烈な受注・価格競争に加え、国のエネルギー政策の見直しや電力システム改革を巡る議

論が進められる中で、当社グループを取り巻く経営環境は、先行き不透明な状況で推移するものと予想

されます。 

このような状況の中で、当社グループは、受注競争に打ち勝つための営業力、技術・技能力、コスト

力を一層強化し、今後予測される建設市場の動きを見据えた受注拡大策を展開するとともに、電力設備

投資の減少にも対応できる収益安定化策を強化して、本年度の経営の基本的課題に掲げる「持続的成長

に向けた経営基盤の確立」を目指してまいります。 

 なお、業績予想につきましては、前回発表（平成25年４月26日）から変更ありません。 

  

該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

当連結会計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しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等

㈱九電工（1959）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

- 3 -



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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 19,589 26,399

受取手形・完成工事未収入金等 75,295 56,254

有価証券 263 255

未成工事支出金 7,550 13,579

不動産事業支出金 1,075 1,345

商品 231 757

材料貯蔵品 554 631

繰延税金資産 2,909 2,929

その他 2,745 2,585

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 110,211 104,736

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 32,161 32,115

土地 26,942 26,934

その他（純額） 9,382 9,469

有形固定資産合計 68,485 68,519

無形固定資産   

のれん 15 2,822

その他 1,306 1,255

無形固定資産合計 1,322 4,078

投資その他の資産   

投資有価証券 22,912 23,252

長期貸付金 365 351

繰延税金資産 6,064 5,930

その他 3,513 3,937

貸倒引当金 △930 △928

投資その他の資産合計 31,924 32,542

固定資産合計 101,732 105,140

資産合計 211,944 209,876
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 62,598 54,067

短期借入金 7,758 1,281

未払法人税等 870 517

未成工事受入金 8,047 12,806

工事損失引当金 539 454

その他 6,500 5,699

流動負債合計 86,315 74,826

固定負債   

長期借入金 5,040 14,040

リース債務 2,248 2,232

退職給付引当金 20,584 20,239

役員退職慰労引当金 138 118

その他 1,667 1,476

固定負債合計 29,678 38,107

負債合計 115,994 112,933

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 82,260 82,703

自己株式 △4,420 △4,421

株主資本合計 93,631 94,073

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,376 1,582

為替換算調整勘定 △51 △50

その他の包括利益累計額合計 1,325 1,532

少数株主持分 994 1,336

純資産合計 95,950 96,942

負債純資産合計 211,944 209,876
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高   

完成工事高 39,845 48,549

その他の事業売上高 1,555 1,724

売上高合計 41,401 50,274

売上原価   

完成工事原価 36,938 43,746

その他の事業売上原価 1,258 1,383

売上原価合計 38,197 45,130

売上総利益   

完成工事総利益 2,907 4,803

その他の事業総利益 296 341

売上総利益合計 3,203 5,144

販売費及び一般管理費 4,438 4,564

営業利益又は営業損失（△） △1,234 579

営業外収益   

受取利息 10 15

受取配当金 110 501

受取賃貸料 87 86

持分法による投資利益 － 6

その他 121 139

営業外収益合計 329 750

営業外費用   

支払利息 83 91

持分法による投資損失 32 －

その他 15 5

営業外費用合計 131 96

経常利益又は経常損失（△） △1,036 1,233
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 45 25

投資有価証券売却益 3 0

負ののれん発生益 － 5

特別利益合計 49 32

特別損失   

固定資産処分損 1 23

投資有価証券評価損 401 6

その他 36 －

特別損失合計 439 30

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,426 1,235

法人税等 △393 426

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,032 809

少数株主利益 1 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,033 809
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,032 809

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △477 202

為替換算調整勘定 0 0

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 6

その他の包括利益合計 △480 209

四半期包括利益 △1,513 1,018

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,513 1,016

少数株主に係る四半期包括利益 △0 2
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

                             (百万円未満切捨て)

平成26年３月期第１四半期の個別業績 (平成25年４月１日～平成25年６月30日) 

(1) 個別経営成績（累計）                              (％表示は、対前年同四半期増減率) 

 
(2) 個別財政状態 

 
（注）参考として開示した個別業績の概要は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

５．参考

個別業績の概要

  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  ％

26年３月期第１四半期
25年３月期第１四半期

46,932    19.9
39,135  △8.2

338   －
△1,290   －

1,043   －
△977   －

708   －
△902   －

                         

 
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   
26年３月期第１四半期
25年３月期第１四半期

  9.70
 △12.34

―
―

 

         

  総 資 産 純 資 産 自己資本比率  
  

  百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期
25年３月期

188,299
193,423

79,481
78,947

42.2
40.8
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①売上高 

 
  

②工事受注高 

 
  

①売上高 

 
  

②工事受注高 

 
  

③期末手持工事高 

 
  

６．補足情報

（１）連結業績の部門別内訳

期 別

 

部門別

前年同四半期連結累計期間

(24.4～24.6)

当四半期連結累計期間

(25.4～25.6)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 10,975 26.5 10,507 20.9 △468 △4.3

屋内線工事 18,138 43.8 28,784 57.3 10,646 58.7

空調管工事 10,731 25.9 9,257 18.4 △1,474 △13.7

設備工事業計 39,845 96.2 48,549 96.6 8,704 21.8

その他の事業 1,555 3.8 1,724 3.4 169 10.9

合計 41,401 100  50,274 100  8,873 21.4

期 別

 

部門別

前年同四半期連結累計期間

(24.4～24.6)

当四半期連結累計期間

(25.4～25.6)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 11,245 21.2 10,820 13.9 △425 △3.8

屋内線工事 26,707 50.2 43,953 56.4 17,245 64.6

空調管工事 15,229 28.6 23,207 29.7 7,977 52.4

合計 53,183 100 77,981 100 24,797 46.6

（２）個別業績の部門別・得意先別内訳

期 別

部門別

前年同四半期(24.4～24.6) 当四半期(25.4～25.6) 比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 10,711 27.4 10,288 21.9 △423 △4.0

屋内線工事 17,895 45.7 27,865 59.4 9,970 55.7

空調管工事 10,416 26.6 8,657 18.4 △1,758 △16.9

計 39,023 99.7 46,811 99.7 7,788 20.0

兼業事業売上高 112 0.3 120 0.3 8 7.3

合計 39,135 100 46,932 100 7,796 19.9

期 別

部門別

前年同四半期(24.4～24.6) 当四半期(25.4～25.6) 比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 10,931 21.7 10,505 13.4 △426 △3.9

屋内線工事 25,700 50.9 45,324 58.0 19,623 76.4

空調管工事 13,844 27.4 22,310 28.6 8,465 61.1

合計 50,477 100 78,140 100 27,663 54.8

期 別

部門別

前年同四半期末(24.6) 当四半期末(25.6) 比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 630 0.7 510 0.4 △120 △19.2

屋内線工事 56,079 60.7 91,421 66.5 35,341 63.0

空調管工事 35,589 38.6 45,597 33.1 10,008 28.1

合計 92,299 100 137,529 100 45,229 49.0
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④得意先別売上高 

 
  

⑤得意先別工事受注高 

 
  

期 別

得意先

前年同四半期(24.4～24.6) 当四半期(25.4～25.6) 比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

九州電力㈱ 10,472 26.8 9,904 21.2 △567 △5.4

一般得意先 28,550 73.2 36,907 78.8 8,356 29.3

合計 39,023 100 46,811 100 7,788 20.0

期 別

得意先

前年同四半期(24.4～24.6) 当四半期(25.4～25.6) 比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

九州電力㈱ 11,018 21.8 10,499 13.4 △518 △4.7

一般得意先 39,458 78.2 67,641 86.6 28,182 71.4

合計 50,477 100 78,140 100 27,663 54.8
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