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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 188,917 △13.2 3,126 △45.0 3,668 △40.3 1,515 △44.8

23年3月期第2四半期 217,575 0.6 5,686 13.8 6,140 10.6 2,745 △9.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 599百万円 （△26.4％） 23年3月期第2四半期 814百万円 （―％）

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 7.41 ―

23年3月期第2四半期 13.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 334,165 176,134 51.5
23年3月期 353,342 176,808 48.9

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  172,185百万円 23年3月期  172,875百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年3月期 ― 6.00

24年3月期（予想） ― 6.00 12.00

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  ：  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 426,000 △7.9 3,000 △72.1 3,800 △67.3 1,600 △72.7 7.83



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」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 

(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が実施中です。 

※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）2ページ「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

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 205,288,338 株 23年3月期 205,288,338 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 889,776 株 23年3月期 862,514 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 204,415,337 株 23年3月期2Q 204,453,830 株



（参考）個別業績予想

平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　銭

通 期 390,000 △7.5 2,500 △71.3 3,300 △66.1 1,300 △73.1 6.36

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

（％表示は、対前期増減率）

※　業績予想の適切な利用に関する説明

　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。

1株当たり
当期純利益

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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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 1四半期及び第 2四半期のわが国経済は、東日本大震災の影響に加え、急激な円高の進行や株

式市場の低迷などにより、景気回復への足取りは依然として力強さに欠ける状況で終始いたしました。 

このような情勢の中で、民間設備投資は低調に推移するとともに、東京電力㈱の原子力発電所事故

に伴う経営悪化により電力設備投資も大幅に削減されるなど、当社グループを取り巻く事業環境は 

かつてない深刻な状況下に置かれました。 

このため当第2四半期までの連結業績は、震災発生後の復旧工事や原子力発電所事故の収束作業 

などに注力したものの、経営環境の大幅な悪化の影響は避けられず、新規受注高、完成工事高及び  

利益のいずれも前年同四半期を下回ることとなりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第 2四半期末の資産の状況 

・ 総  資  産  3,341 億 6 千 5百万円  （対前期末比  94.6％） 

・ 純  資  産  1,761 億 3 千 4百万円  （対前期末比  99.6％） 

・ 自己資本比率  51.5％         （対前期末比   2.6 ポイント増）  

当第 2 四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ 191 億 7 千 6 百万円減少し、

3,341 億 6 千 5 百万円となりました。 

（資産の部） 

流動資産は、主に受取手形・完成工事未収入金等が 252 億 6 千 3 百万円減少したことから、流動   

資産合計で前連結会計年度末に比べ 203 億 1 千 8百万円減少しました。 

固定資産は、投資有価証券が 18 億 5 千万円減少したものの、有形固定資産が 24 億 9 千 6 百万円   

増加したことなどから、固定資産合計で前連結会計年度末に比べ 11 億 4 千 1百万円増加しました。 

（負債の部） 

負債の部は、主に流動負債の支払手形・工事未払金等が 193 億 1 千 8 百万円減少したことから、   

負債合計で前連結会計年度末に比べ 185 億 2 百万円減少しました。 

（純資産の部） 

純資産の部は、利益剰余金が 3 億 2 千 6 百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が    

9 億 6 千 9 百万円減少したことなどから、純資産合計で前連結会計年度末に比べ 6 億 7 千 4 百万円   

減少しました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループを取り巻く事業環境は、震災からの復興は未だ本格化しておらず、国内建設投資は  

依然として低水準で推移することが予想されます。加えて、東京電力㈱の経営合理化計画では、   

電力の安定供給に最低限必要な設備投資に限定されているうえ、今後更なるコストダウン要請が懸念

されるため、極めて困難な状況が続くものと覚悟いたしております。 

従いまして、連結業績予想とその前提となる新規受注高を含む個別業績予想は平成 23 年 6 月 13 日

に公表したものから変更しておりません。（個別業績予想は 15 ページに記載しております。） 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については、当第 2 四半期連結会計期間を含む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 

計算している。 

㈱関電工(1942)　平成24年3月期 第2四半期決算短信

－3－



３．四半期連結財務諸表 
 （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 44,691 37,262

受取手形・完成工事未収入金等 93,515 68,251

有価証券 14,002 22,999

未成工事支出金 46,175 48,974

材料貯蔵品 6,942 7,680

その他 11,632 11,710

貸倒引当金 △562 △800

流動資産合計 216,396 196,078

固定資産   

有形固定資産   

土地 60,366 60,320

その他（純額） 27,403 29,945

有形固定資産合計 87,769 90,266

無形固定資産 2,253 2,227

投資その他の資産   

投資有価証券 22,944 21,094

その他 28,603 28,949

貸倒引当金 △4,625 △4,451

投資その他の資産合計 46,922 45,593

固定資産合計 136,945 138,086

資産合計 353,342 334,165

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 71,808 52,490

短期借入金 8,380 7,540

未払法人税等 858 1,542

未成工事受入金 29,273 29,884

工事損失引当金 3,788 4,001

その他の引当金 743 611

その他 15,190 12,704

流動負債合計 130,043 108,774

固定負債   

長期借入金 1,000 900

退職給付引当金 31,796 31,021

その他の引当金 1,074 997

その他 12,620 16,336

固定負債合計 46,490 49,256

負債合計 176,533 158,031
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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 10,264 10,264

資本剰余金 6,426 6,426

利益剰余金 162,597 162,924

自己株式 △491 △501

株主資本合計 178,797 179,113

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,875 906

土地再評価差額金 △7,797 △7,835

その他の包括利益累計額合計 △5,921 △6,928

少数株主持分 3,932 3,948

純資産合計 176,808 176,134

負債純資産合計 353,342 334,165
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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) 

完成工事高 217,575 188,917

完成工事原価 199,637 173,662

完成工事総利益 17,937 15,255

販売費及び一般管理費 12,251 12,129

営業利益 5,686 3,126

営業外収益   

受取配当金 363 297

償却債権取立益 － 213

その他 316 290

営業外収益合計 679 801

営業外費用   

支払利息 67 77

為替差損 116 126

その他 42 54

営業外費用合計 225 258

経常利益 6,140 3,668

特別利益   

会員権売却益 － 7

前期損益修正益 156 －

投資有価証券売却益 768 －

投資有価証券割当益 432 －

その他 12 －

特別利益合計 1,369 7

特別損失   

投資有価証券評価損 2,091 176

その他 141 259

特別損失合計 2,232 435

税金等調整前四半期純利益 5,277 3,240

法人税等 2,321 1,655

少数株主損益調整前四半期純利益 2,956 1,585

少数株主利益 210 70

四半期純利益 2,745 1,515
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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 2,956 1,585

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,141 △985

その他の包括利益合計 △2,141 △985

四半期包括利益 814 599

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 614 546

少数株主に係る四半期包括利益 200 53
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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 5,277 3,240

減価償却費 2,915 2,716

貸倒引当金の増減額（△は減少） △554 64

工事損失引当金の増減額（△は減少） 592 212

退職給付引当金の増減額（△は減少） △908 △774

受取利息及び受取配当金 △443 △353

支払利息 67 77

投資有価証券評価損益（△は益） 2,091 176

投資有価証券売却損益（△は益） △768 －

投資有価証券割当益 △432 －

売上債権の増減額（△は増加） 22,752 25,361

未成工事支出金の増減額（△は増加） 13,881 △2,798

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 128 △737

仕入債務の増減額（△は減少） △23,755 △19,289

未成工事受入金の増減額（△は減少） △8,213 611

その他 △1,417 △2,560

小計 11,213 5,947

利息及び配当金の受取額 457 363

利息の支払額 △67 △77

法人税等の支払額 △2,377 △857

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,226 5,375

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △10,910 3,270

有価証券の取得による支出 △9,000 △1,000

有価証券の売却及び償還による収入 9,000 4,000

有形固定資産の取得による支出 △1,891 △962

有形固定資産の売却による収入 31 30

投資有価証券の取得による支出 △9 △5

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,773 －

貸付けによる支出 △4 △2

貸付金の回収による収入 3 3

その他 165 △143

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,842 5,190

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） △570 △740

長期借入れによる収入 900 －

長期借入金の返済による支出 △1,082 △200

配当金の支払額 △1,226 △1,226

その他 △262 △489

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,240 △2,656

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36 △91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,893 7,818

現金及び現金同等物の期首残高 39,142 41,539

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,248 49,357
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該当事項なし。 

  

  

該当事項なし。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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４．【参考】四半期個別財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円） 

  

  

  
前事業年度

(平成23年３月31日) 
当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日) 

資産の部          

流動資産          

現金預金 36,122 27,693

受取手形・完成工事未収入金 81,068 61,488

有価証券 14,002 22,999

未成工事支出金 44,463 45,971

材料貯蔵品 5,655 5,217

その他 10,160 10,343

貸倒引当金 △409 △689

流動資産合計 191,063 173,024

固定資産          

有形固定資産          

土地 57,092 57,027

その他（純額） 23,595 26,453

有形固定資産合計 80,687 83,481

無形固定資産 1,999 1,986

投資その他の資産          

投資有価証券 26,024 24,237

その他 25,635 26,097

貸倒引当金 △4,021 △3,911

投資その他の資産合計 47,638 46,423

固定資産合計 130,326 131,891

資産合計 321,389 304,915
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（単位：百万円） 

  

（注）この四半期貸借対照表は、法定開示のレビュー対象ではありませんが、四半期財務諸表等規則に基づいて作成

しております。 

  

  
前事業年度

(平成23年３月31日) 
当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日) 

負債の部          

流動負債          

支払手形・工事未払金 64,271 47,102

短期借入金 6,100 5,850

未払法人税等 598 1,283

未成工事受入金 28,181 28,121

完成工事補償引当金 421 396

工事損失引当金 3,576 3,921

その他 13,507 11,717

流動負債合計 116,657 98,393

固定負債          

長期借入金 300 200

退職給付引当金 29,443 28,619

その他 12,638 16,226

固定負債合計 42,382 45,046

負債合計 159,039 143,440

純資産の部          

株主資本          

資本金 10,264 10,264

資本剰余金 6,247 6,246

利益剰余金 152,237 152,358

自己株式 △491 △501

株主資本合計 168,256 168,367

評価・換算差額等          

その他有価証券評価差額金 1,890 943

土地再評価差額金 △7,797 △7,835

評価・換算差額等合計 △5,907 △6,892

純資産合計 162,349 161,475

負債純資産合計 321,389 304,915
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（２）四半期損益計算書 

（単位：百万円） 

  

（注）この四半期損益計算書は、法定開示のレビュー対象ではありませんが、四半期財務諸表等規則に基づいて作成

しております。  

  
前第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間
(自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日) 

完成工事高 200,077 174,856

完成工事原価 184,948 161,675

完成工事総利益 15,128 13,180

販売費及び一般管理費 10,588 10,526

営業利益 4,540 2,654

営業外収益          

受取配当金 388 332

償却債権取立益 － 213

その他 353 249

営業外収益合計 742 795

営業外費用          

支払利息 34 66

為替差損 116 126

その他 35 41

営業外費用合計 185 234

経常利益 5,096 3,216

特別利益          

会員権売却益 － 2

前期損益修正益 81 －

投資有価証券売却益 768 －

投資有価証券割当益 421 －

その他 12 －

特別利益合計 1,283 2

特別損失          

投資有価証券評価損 2,056 176

その他 134 258

特別損失合計 2,191 434

税引前四半期純利益 4,188 2,783

法人税等 1,894 1,474

四半期純利益 2,294 1,309
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５．補足情報

【参考】個別業績の概要

（１）平成24年3月期第2四半期の個別業績（平成23年4月1日～平成23年9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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 189,587 △7.2 174,856 △12.6 2,654 △41.5 3,216 △36.9 1,309 △42.9

23年3月期第2四半期 204,390 △2.8 200,077 △0.4 4,540 2.0 5,096 △0.3 2,294 △17.5

円　銭

24年3月期第2四半期

23年3月期第2四半期

②個別財政状態

百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期

23 年 3 月 期

③工事種別新規受注高（累計） （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 83,998 44.3 85,411 41.8 △1,413 △1.7 174,319 42.4

情 報 通 信 工 事 19,032 10.0 22,813 11.2 △3,780 △16.6 41,021 10.0

配 電 線 工 事 71,983 38.0 78,987 38.6 △7,004 △8.9 163,750 39.8

工 務 関 係 工 事 14,573 7.7 17,178 8.4 △2,604 △15.2 32,354 7.8

計 189,587 100.0 204,390 100.0 △14,802 △7.2 411,446 100.0

④得意先別新規受注高（累計） （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

東 京 電 力 81,107 42.8 94,042 46.0 △12,934 △13.8 193,938 47.1

一 般 得 意 先 108,480 57.2 110,348 54.0 △1,868 △1.7 217,508 52.9

計 189,587 100.0 204,390 100.0 △14,802 △7.2 411,446 100.0

11.22

6.41

53.0

50.5

304,915

321,389

161,475

162,349

23年3月期
(H22･4･1～H23･3･31)

23年3月期
(H22･4･1～H23･3･31)

増　　減

増　　減

四半期純利益

1株当たり
四半期純利益

新規受注高 売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益

総　資　産 純　資　産 自己資本比率

23年3月期第2四半期

(H23･4･1～H23･9･30) (H22･4･1～H22･9･30)

(H23･4･1～H23･9･30) (H22･4･1～H22･9･30)

24年3月期第2四半期 23年3月期第2四半期

24年3月期第2四半期
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⑤工事種別完成工事高（累計） （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 78,247 44.8 86,499 43.2 △8,252 △9.5 175,707 41.7

情 報 通 信 工 事 14,052 8.0 17,248 8.6 △3,195 △18.5 40,921 9.7

配 電 線 工 事 69,900 40.0 77,605 38.8 △7,704 △9.9 162,556 38.6

工 務 関 係 工 事 12,656 7.2 18,724 9.4 △6,067 △32.4 42,362 10.0

計 174,856 100.0 200,077 100.0 △25,220 △12.6 421,549 100.0

⑥得意先別完成工事高（累計） （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

東 京 電 力 80,975 46.3 93,456 46.7 △12,481 △13.4 196,280 46.6

一 般 得 意 先 93,881 53.7 106,620 53.3 △12,739 △11.9 225,268 53.4

計 174,856 100.0 200,077 100.0 △25,220 △12.6 421,549 100.0

⑦工事種別次期繰越工事高 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 174,540 79.5 169,089 77.1 5,451 3.2 168,789 82.4

情 報 通 信 工 事 11,123 5.1 11,608 5.3 △484 △4.2 6,143 3.0

配 電 線 工 事 6,185 2.8 4,291 2.0 1,894 44.1 4,102 2.0

工 務 関 係 工 事 27,753 12.6 34,299 15.6 △6,545 △19.1 25,837 12.6

計 219,604 100.0 219,288 100.0 315 0.1 204,872 100.0

23年3月期第2四半期
増　　減

(H22･4･1～H22･9･30)

23年3月期第2四半期
増　　減

(H22･4･1～H22･9･30)

23年3月期
(H22･4･1～H23･3･31)

23年3月期
(H22･4･1～H23･3･31)

24年3月期第2四半期
(H23･4･1～H23･9･30)

24年3月期第2四半期
(H23･4･1～H23･9･30)

23年3月期
(H23･9･30現在) (H22･9･30現在) (H23･3･31現在)

24年3月期第2四半期 23年3月期第2四半期
増　　減
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（２）平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

①個別業績予想 （％表示は、対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通 期 375,000 △8.9 390,000 △7.5 2,500 △71.3 3,300 △66.1 1,300 △73.1

②工事種別新規受注高・完成工事高予想 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 177,000 47.2 184,000 47.2

情 報 通 信 工 事 38,000 10.1 38,000 9.7

配 電 線 工 事 133,000 35.5 133,000 34.1

工 務 関 係 工 事 27,000 7.2 35,000 9.0

計 375,000 100.0 390,000 100.0

③得意先別新規受注高・完成工事高予想 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比

東 京 電 力 153,000 40.8 153,000 39.2

一 般 得 意 先 222,000 59.2 237,000 60.8

計 375,000 100.0 390,000 100.0

※　業績予想の適切な利用に関する説明

　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。

新規受注高 売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益

新規受注高

新規受注高 完成工事高
(H23･4･1～H24･3･31) (H23･4･1～H24･3･31)

完成工事高
(H23･4･1～H24･3･31) (H23･4･1～H24･3･31)
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