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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
　

回次
第96期

前第２四半期
連結累計期間

第97期
当第２四半期
連結累計期間

第96期
前第２四半期
連結会計期間

第97期
当第２四半期
連結会計期間

第96期

会計期間
自平成21年４月１日

至平成21年９月30日

自平成22年４月１日

至平成22年９月30日

自平成21年７月１日

至平成21年９月30日

自平成22年７月１日

至平成22年９月30日

自平成21年４月１日

至平成22年３月31日

売上高 (百万円) 216,205 217,575 121,180 115,101 453,623

経常利益 (百万円) 5,550 6,140 3,268 3,999 10,484

四半期(当期)純利益(百万円) 3,041 2,745 1,983 1,624 5,428

純資産額 (百万円) － － 176,337 177,091 177,536

総資産額 (百万円) － － 344,286 341,819 378,150

１株当たり純資産額 (円) － － 844.62 847.06 850.04

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 14.87 13.43 9.70 7.95 26.54

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) － － 50.18 50.66 45.96

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,435 9,226 － － 12,236

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,555 △10,842 － － △9,763

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,401 △2,240 － － △4,400

現金及び現金同等物
の四半期末(期末)
残高

(百万円) － － 36,515 35,248 39,142

従業員数 (人) － － 8,718 8,856 8,665

（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)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

　

EDINET提出書類

株式会社関電工(E00074)

四半期報告書

 2/30



２【事業の内容】

当第２四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。

　

３【関係会社の状況】

当第２四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。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 8,856　[1,107]

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［　］内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載し

ている。

　

(2）提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 6,509　 　

（注）従業員数は就業人員数である。
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第２【事業の状況】

　

（注）「第２　事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

　

　

１【生産、受注及び販売の状況】

当社グループが営んでいる事業においては、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。

事業の大部分を占めている設備工事業においては、請負形態をとっているため、販売実績という定義が実態にそぐ

わないことや、設備工事業以外の事業では受注生産形態をとっていないことから、「受注及び販売の状況」について

は、「４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」におけるセグメントの業績に関連付けて記載し

ている。

また、当社グループの売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高及びその割合についても、「４

　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に注記している。

なお、当社グループにおける受注及び販売の状況の大部分を提出会社が占めているため、提出会社個別の状況を参

考のために記載すると次のとおりである。

　

（設備工事業における提出会社の受注工事高及び完成工事高の状況）

(1）受注工事高、完成工事高及び繰越工事高

期別 区分
期首繰越
工事高

期中受注
工事高

計
期中完成
工事高

期末繰越
工事高

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

前第２四半期累計期間
　

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

屋内線・
環境設備工事

171,35295,715267,06892,331174,737

情報通信工事 8,398 20,715 29,113 19,614 9,499

配電線工事 2,733 76,441 79,175 74,964 4,210

工務関係工事 25,590 17,314 42,904 13,987 28,916

計 208,074210,186418,261200,897217,363

当第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）

屋内線・
環境設備工事

170,17785,411255,58986,499169,089

情報通信工事 6,043 22,813 28,856 17,248 11,608

配電線工事 2,908 78,987 81,896 77,605 4,291

工務関係工事 35,845 17,178 53,023 18,724 34,299

計 214,975204,390419,365200,077219,288

前事業年度
　

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

屋内線・
環境設備工事

171,352182,975354,328184,150170,177

情報通信工事 8,398 40,434 48,832 42,789 6,043

配電線工事 2,733 158,889161,623158,714 2,908

工務関係工事 25,590 40,176 65,767 29,921 35,845

計 208,074422,476630,551415,576214,975

（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は、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。
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(2）受注工事高

期別 区分

官公庁 民間 計

 東京電力㈱ その他  

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

前第２四半期会計期間
　

（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

屋内線・環境設備工事 1,785 1,595 49,248 52,629

情報通信工事 108 627 8,560 9,296

配電線工事 29 39,674 688 40,393

工務関係工事 79 6,740 2,676 9,496

計 2,003 48,637 61,175 111,816

当第２四半期会計期間
　

（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

屋内線・環境設備工事 2,458 2,341 42,371 47,170

情報通信工事 168 811 9,422 10,402

配電線工事 3 41,360 599 41,962

工務関係工事 38 6,300 1,885 8,224

計 2,668 50,813 54,278 107,760

　

(3）完成工事高

期別 区分

官公庁 民間 計

 東京電力㈱ その他  

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

前第２四半期会計期間
　

（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

屋内線・環境設備工事 4,685 160 48,328 53,175

情報通信工事 33 632 10,150 10,816

配電線工事 125 38,782 690 39,598

工務関係工事 8 6,697 2,574 9,280

計 4,854 46,273 61,744 112,872

当第２四半期会計期間
　

（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

屋内線・環境設備工事 2,960 1,066 40,279 44,307

情報通信工事 5 870 9,095 9,972

配電線工事 3 40,855 595 41,454

工務関係工事 24 5,702 4,348 10,074

計 2,994 48,495 54,319 105,808

　

(4）繰越工事高

　 平成22年９月30日現在

区分

官公庁 民間 計

 東京電力㈱ その他  

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

屋内線・環境設備工事 5,501 2,705 160,881 169,089

情報通信工事 3,097 148 8,362 11,608

配電線工事 － 4,246 44 4,291

工務関係工事 246 19,258 14,794 34,299

計 8,845 26,359 184,083 219,288
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２【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はない。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四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。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものである。

 

(1）業績の状況

当社グループを取り巻く事業環境は、民間設備投資が製造業を中心として大幅に減少するとともに、電力流通設

備投資についても持ち直し傾向にはあるものの、本格的回復には至っておらず、依然として厳しい状況で推移した。

このような状況にあって当社グループは、お客様ニーズを的確に捉えた組織的な営業活動を展開するとともに、

コストマネジメント機能の一層の強化による工事原価の低減にグループを挙げて取り組み、業績の向上に努めた。

この結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高1,151億１百万円（前第２四半期連結会計期間比60億７千

９百万円減）、営業利益38億９千万円（前第２四半期連結会計期間比６億９千１百万円増）、経常利益39億９千９

百万円（前第２四半期連結会計期間比７億３千１百万円増）、四半期純利益16億２千４百万円（前第２四半期連結

会計期間比３億５千８百万円減）となった。

 

セグメントの業績は、次のとおりである。

（設備工事業）

当社グループの主たる事業である設備工事業の業績は、新規受注高1,169億４千５百万円、完成工事高1,141億

５千万円、営業利益36億４千５百万円となった。

 

（電気機器販売業及びその他の事業）

電気機器販売業及びその他の事業の業績は、売上高９億５千万円、営業利益１億６千９百万円となった。

 

（注）当社グループの売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高及びその割合は、次のとおりで

ある。

前第２四半期連結会計期間 東京電力㈱ 47,542百万円 39.2％

当第２四半期連結会計期間 東京電力㈱ 50,164百万円 43.6％
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(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び財務活動に

より資金の減少があったことから、投資活動により資金が増加したものの、第１四半期連結会計期間末から81億７

千５百万円減少した。これにより、当第２四半期連結会計期間末残高は、352億４千８百万円となった。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間では、営業活動によって84億７千４百万円の資金が減少した（前第２四半期連結会計

期間比44億１千２百万円減）。

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は92億２千６百万円であり、これは、税金等調整

前四半期純利益52億７千７百万円、売上債権の減少額227億５千２百万円、未成工事支出金の減少額138億８千１百

万円などの資金増加要因が、仕入債務の減少額237億５千５百万円、未成工事受入金の減少額82億１千３百万円など

の資金減少要因を上回ったことによるものである。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間では、投資活動によって15億３千２百万円の資金が増加した（前第２四半期連結会計

期間比65億３千８百万円増）。

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は108億４千２百万円であり、これは主に、有価証

券の償還により90億円の収入があったものの、定期預金の純増加額109億１千万円、有価証券の取得に90億円を支出

したことによるものである。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間では、財務活動によって12億３千１百万円の資金が減少した（前第２四半期連結会計

期間比５億４千６百万円減）。

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は22億４千万円であり、これは主に、配当金の支

払に12億２千６百万円を支出したことによるものである。

 

(3）財政状態の分析

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363億３千万円減少し、3,418億１千９百万

円となった。

　

（資産の部）

流動資産は、有価証券が120億８百万円増加したものの、受取手形・完成工事未収入金等が227億２千１百万円、未

成工事支出金が138億８千１百万円減少したことなどから、流動資産合計で前連結会計年度末に比べ291億７千９百

万円減少した。

固定資産は、主に投資有価証券が72億５千１百万円減少したことから、固定資産合計で前連結会計年度末に比べ

71億５千万円減少した。

　

（負債の部）

負債の部は、流動負債の支払手形・工事未払金等が241億７千７百万円、未成工事受入金が82億１千３百万円減少

したことなどから、負債合計で前連結会計年度末に比べ358億８千５百万円減少した。

　

（純資産の部）

純資産の部は、利益剰余金が15億１千８百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が21億３千１百万円

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４億４千５百万円減少した。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題に重要な変更はない。

 

(5）研究開発活動

当第２四半期連結会計期間における当社グループの研究開発費は、１億９千７百万円である。
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第３【設備の状況】

　

（注）「第３　設備の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

　

(1）主要な設備の状況

（提出会社及び国内子会社）

当第２四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

①当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画してい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。

　

②第１四半期連結会計期間末に計画していた設備計画のうち、当第２四半期連結会計期間に取得したものは、次の

とおりである。

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの名称 内容
投資額
（百万円）

備考

㈱関電工

東京支店他

（東京都文京区他）

設備工事業 車両運搬具 398主に配電線工事の作業用車両等

設備工事業 機械装置等 139主に配電線工事の作業用機械等
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 820,000,000

計 820,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)

（平成22年９月30日）

提出日現在発行数(株)
（平成22年11月12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 205,288,338 205,288,338
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は1,000株

である。

計 205,288,338 205,288,338 － －

（注）昭和19年９月１日設立時の現物出資13,810株が含まれている。

　

（2）【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。　

　

（4）【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（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22年７月１日～

平成22年９月30日
－ 205,288,338 － 10,264 － 6,241
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（6）【大株主の状況】

　 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 94,753 46.15

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 11,061 5.38

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 10,121 4.93

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 6,774 3.29

関電工従業員持株会 東京都港区芝浦４丁目８番33号 4,093 1.99

野村信託銀行株式会社(投信口)　 東京都千代田区大手町２丁目２番２号 1,654 0.80

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口９)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,648 0.80

資産管理サービス信託銀行株式
会社(証券投資信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番12号 1,637 0.79

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口４)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,415 0.68

高砂熱学工業株式会社 東京都千代田区神田駿河台４丁目２番地５ 1,318 0.64

計 － 134,475 65.50

　

（7）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成22年９月30日現在

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      837,000

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式  203,153,000 203,153 －

単元未満株式 普通株式    1,298,338 －
１単元(1,000株)
未満の株式

発行済株式総数 205,288,338 － －

総株主の議決権 － 203,153 －

（注）１　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数１個)含まれてい

る。

２　「総株主の議決権」の欄には、証券保管振替機構名義の議決権の数が１個含まれている。
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②【自己株式等】

　 平成22年９月30日現在

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(％)

㈱関電工 東京都港区芝浦４丁目８番33号 837,000 － 837,000 0.40

計 － 837,000 － 837,000 0.40

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 636 618 583 540 541 520

最低（円） 586 537 526 491 495 489

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書には平成22年７月１日現在の役員の状況を記載しているが、それ以降当四半期報告書

提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

　

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

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。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結会

計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22

年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成している。

　

２．監査証明について

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、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係る四半期連

結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結

累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、井上監査法人による四

半期レビューを受けている。
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 39,190 43,173

受取手形・完成工事未収入金等 66,286 89,007

有価証券 24,009 12,001

未成工事支出金 ※3
 55,351

※3
 69,233

材料貯蔵品 7,749 7,877

その他 12,147 13,187

貸倒引当金 △895 △1,460

流動資産合計 203,839 233,019

固定資産

有形固定資産

土地 59,539 59,207

その他（純額） 27,478 28,638

有形固定資産合計 ※1
 87,018

※1
 87,845

無形固定資産 2,215 2,200

投資その他の資産

投資有価証券 26,704 33,955

その他 26,930 26,005

貸倒引当金 △4,888 △4,877

投資その他の資産合計 48,746 55,084

固定資産合計 137,979 145,130

資産合計 341,819 378,150

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 53,601 77,778

短期借入金 8,632 10,084

未払法人税等 2,205 2,374

未成工事受入金 37,441 45,655

工事損失引当金 ※3
 3,737

※3
 3,144

その他の引当金 637 749

その他 12,643 15,048

流動負債合計 118,899 154,834

固定負債

長期借入金 1,000 300

退職給付引当金 32,118 33,027

その他の引当金 1,017 1,005

その他 11,693 11,446

固定負債合計 45,829 45,779

負債合計 164,728 200,613
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31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 160,691 159,173

自己株式 △477 △468

株主資本合計 176,904 175,395

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,063 6,194

土地再評価差額金 △7,785 △7,785

評価・換算差額等合計 △3,721 △1,590

少数株主持分 3,908 3,731

純資産合計 177,091 177,536

負債純資産合計 341,819 378,150
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(2)【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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第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)

完成工事高 216,205 217,575

完成工事原価 198,833 199,637

完成工事総利益 17,372 17,937

販売費及び一般管理費 ※1
 12,373

※1
 12,251

営業利益 4,998 5,686

営業外収益

受取配当金 366 363

その他 363 316

営業外収益合計 729 679

営業外費用

支払利息 85 67

為替差損 40 116

その他 52 42

営業外費用合計 177 225

経常利益 5,550 6,140

特別利益

前期損益修正益 ※2
 955 156

投資有価証券売却益 － 768

投資有価証券割当益 － 432

その他 18 12

特別利益合計 974 1,369

特別損失

投資有価証券評価損 32 2,091

固定資産除却損 74 －

その他 10 141

特別損失合計 117 2,232

税金等調整前四半期純利益 6,407 5,277

法人税等 ※3
 3,271

※3
 2,321

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,956

少数株主利益 94 210

四半期純利益 3,041 2,745
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

完成工事高 121,180 115,101

完成工事原価 111,833 105,260

完成工事総利益 9,347 9,840

販売費及び一般管理費 ※1
 6,148

※1
 5,950

営業利益 3,199 3,890

営業外収益

受取利息 61 41

その他 134 143

営業外収益合計 195 185

営業外費用

支払利息 42 32

為替差損 56 17

その他 27 26

営業外費用合計 126 76

経常利益 3,268 3,999

特別利益

前期損益修正益 ※2
 826 79

その他 7 12

特別利益合計 834 91

特別損失

投資有価証券評価損 22 1,013

固定資産除却損 73 －

その他 2 133

特別損失合計 98 1,146

税金等調整前四半期純利益 4,004 2,944

法人税等 ※3
 1,882

※3
 1,176

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,768

少数株主利益 138 143

四半期純利益 1,983 1,624
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第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)

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 6,407 5,277

減価償却費 2,868 2,915

貸倒引当金の増減額（△は減少） △986 △554

工事損失引当金の増減額（△は減少） △64 592

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,040 △908

受取利息及び受取配当金 △492 △443

支払利息 85 67

投資有価証券評価損益（△は益） 32 2,091

投資有価証券売却損益（△は益） △11 △768

投資有価証券割当益 － △432

売上債権の増減額（△は増加） 24,758 22,752

未成工事支出金の増減額（△は増加） 8,968 13,881

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △35 128

仕入債務の増減額（△は減少） △27,423 △23,755

未成工事受入金の増減額（△は減少） △8,253 △8,213

その他 △724 △1,417

小計 4,088 11,213

利息及び配当金の受取額 490 457

利息の支払額 △85 △67

法人税等の支払額 △2,057 △2,377

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,435 9,226

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） 726 △10,910

有価証券の取得による支出 △9,000 △9,000

有価証券の売却及び償還による収入 7,000 9,000

有形固定資産の取得による支出 △2,362 △1,891

有形固定資産の売却による収入 35 31

投資有価証券の取得による支出 △55 △9

投資有価証券の売却及び償還による収入 58 1,773

貸付けによる支出 △145 △4

貸付金の回収による収入 7 3

その他 △1,821 165

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,555 △10,842

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） 164 △570

長期借入れによる収入 100 900

長期借入金の返済による支出 △240 △1,082

配当金の支払額 △1,227 △1,226

その他 △198 △262

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,401 △2,240

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,544 △3,893

現金及び現金同等物の期首残高 41,060 39,142

現金及び現金同等物の四半期末残高 36,515 35,248
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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）

　
会計処理基準に関する

事項の変更

　
資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18

号 平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用している。

これによる損益に与える影響はない。　
　

　

【表示方法の変更】

（四半期連結損益計算書関係）

 当第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）

　
前第２四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、特別利益総額

の100分の20を超えたため、区分掲記した。

なお、前第２四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれている金額は11百万円である。
　
　
前第２四半期連結累計期間において区分掲記していた特別損失の「固定資産除却損」は、特別損失総額の100分の20

以下であるため、特別損失の「その他」に含めている。

なお、当第２四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれている金額は73百万円である。
　
　
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用により、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示している。
　

　

 当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

　
前第２四半期連結会計期間において区分掲記していた特別損失の「固定資産除却損」は、特別損失総額の100分の20

以下であるため、特別損失の「その他」に含めている。

なお、当第２四半期連結会計期間の特別損失の「その他」に含まれている金額は73百万円である。　

　
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用により、当第２四

半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示している。
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【簡便な会計処理】

 
当第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）

　
１　一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　
当第２四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か

ら著しい変動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一

般債権の貸倒見積高を算定している。
　

　
２　棚卸資産の評価方法

　
一部の棚卸資産は、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として

合理的な方法により算定している。
　

　
３　固定資産の減価償却費の

算定方法

　
定率法による減価償却費は、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定している。
　

　
４　経過勘定項目の算定方法

　
一部の経過勘定項目は、合理的な算定方法による概算額で計上している。
　

　
５　法人税等並びに繰延税金

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ため、前連結会計年度で使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用している。
　

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第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）

　
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。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

　
※１　有形固定資産の減価償却累計額は、99,251百万円で

ある。
　

　
※１　有形固定資産の減価償却累計額は、97,879百万円で

ある。
　

　
２　偶発債務

当社は、下記のとおり銀行借入に対して、保証を

行っている。

　
２　偶発債務

当社は、下記のとおり銀行借入に対して、保証を

行っている。

保証先 保証額（百万円）

従業員（住宅資金） 2,509

　

保証先 保証額（百万円）

従業員（住宅資金） 2,156

　
　
※３　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支

出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示し

ている。

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は904百

万円である。
　

　
※３　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支

出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示し

ている。

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は884百

万円である。

　

　

（四半期連結損益計算書関係）

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第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）

　
※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりである。

　
※１　販売費及び一般管理費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 5,971百万円

事務用品費 837〃
　

従業員給料手当 6,093百万円

事務用品費 875〃
　

　
※２　前期損益修正益の主なものは、貸倒引当金戻入額で

ある。

　
―――――――

　
※３　法人税等の表示方法

「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整

額」は、「法人税等」として一括して記載してい

る。
　

　
※３　法人税等の表示方法

同左

　　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

　
※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりである。

　
※１　販売費及び一般管理費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 3,031百万円

事務用品費 427〃
　

従業員給料手当 3,110百万円

事務用品費 456〃
　

　
※２　前期損益修正益の主なものは、貸倒引当金戻入額で

ある。

　
―――――――
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

　
※３　法人税等の表示方法

「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整

額」は、「法人税等」として一括して記載してい

る。
　

　
※３　法人税等の表示方法

同左
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第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）

　
現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残

高と当第２四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

（平成21年９月30日現在）

　
現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残

高と当第２四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

（平成22年９月30日現在）

現金預金勘定 31,049百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △6,533〃

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)
11,999〃

現金及び現金同等物 36,515〃
　

現金預金勘定 39,190百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △19,941〃

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)
15,999〃

現金及び現金同等物 35,248〃
　

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び

当第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）

　

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  205,288千株

　

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式      837千株

　

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
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 配当の原資

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 1,226 6.0平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金

　

(2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後

となるもの

（決議） 株式の種類
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 配当の原資

平成22年10月29日

取締役会
普通株式 1,226 6.0平成22年９月30日平成22年12月６日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　
設備工事業

（百万円）

電気機器
販売業等
（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 120,225 955 121,180 － 121,180

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
19 6,556 6,576 (6,576) －

計 120,245 7,511 127,757 (6,576) 121,180

営業利益 2,911 162 3,074 124 3,199

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　
設備工事業

（百万円）

電気機器
販売業等
（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 214,267 1,938 216,205 － 216,205

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
58 13,709 13,768 (13,768) －

計 214,325 15,648 229,974 (13,768) 216,205

営業利益 4,625 292 4,918 80 4,998

（注）１  事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

(1）事業区分の方法

　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）各区分に属する主要な事業の内容

設備工事業      ：電気・管工事その他設備工事全般に関する事業

電気機器販売業等：電気機械、器具の販売及びその他の事業

２  会計処理の変更

前第２四半期連結累計期間（自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日）

「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」の「会計処理基準に関する事項

の変更(1)完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間よ

り、「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）を適用している。

この結果、当第２四半期連結累計期間において、「設備工事業」の外部顧客に対する売上高が926百万

円、営業利益が38百万円増加しているが、「電気機器販売業等」の売上高及び営業利益には影響がない。

「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」の「会計処理基準に関する事項

の変更(2)重要な引当金の計上基準の変更」に記載のとおり、当社は、数理計算上の差異について、従来、定

率法(５年)により費用処理していたが、第１四半期連結会計期間より、定額法(５年)により費用処理する

方法に変更している。

この結果、当第２四半期連結累計期間において、「設備工事業」の営業利益が498百万円増加している

が、「電気機器販売業等」の営業利益には影響がない。
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日  至　平成21年９月30日）及び

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日  至　平成21年９月30日）

在外連結子会社及び主要な在外事業所がないため、記載していない。

　　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日  至　平成21年９月30日）及び

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日  至　平成21年９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。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当第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）及び

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）　

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会及び常務会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と

なっているものである。　

当社グループは、設備工事及び電気機器販売などを、当社拠点及び連結子会社により事業展開しており、

経済的特徴の類似性等に基づいて集約し、「設備工事業」を報告セグメントとしている。

「設備工事業」は、電気・管工事その他設備工事全般に関する事業を行っている。　

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第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）

　　　　　(単位:百万円)　

　

　

報告セグメント その他

(注１)
合計

調整額

(注２)

四半期連結損益
計算書計上額

(注３)設備工事業　

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 　215,937 　1,638 　217,575 　－ 　217,575

セグメント間の内部

売上高又は振替高
　68 　14,331 　14,399 　△14,399 　－

計 　216,005 　15,969 　231,975　△14,399 　217,575

セグメント利益 　5,301 　215 　5,516 　169 　5,686

　

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　　　　　(単位:百万円)　

　

　

報告セグメント その他

(注１)
合計

調整額

(注２)

四半期連結損益
計算書計上額

(注３)設備工事業　

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 　114,150 　950 　115,101 　－ 　115,101

セグメント間の内部

売上高又は振替高
　31 　7,606 　7,638 　△7,638 　－

計 　114,182 　8,556 　122,739 　△7,638 　115,101

セグメント利益 　3,645 　169 　3,815 　75 　3,890

　（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電気機器販売業及びその他　の

事業を含んでいる。

２　セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去である。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日)を適用している。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

　
１株当たり純資産額 847.06円
　

　
１株当たり純資産額 850.04円
　

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　
当第２四半期
連結会計期間末

（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額 (百万円) 177,091 177,536

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 3,908 3,731

（うち少数株主持分） (百万円) (3,908) (3,731)

普通株式に係る四半期末(期末)の純資産額 (百万円) 173,182 173,804

普通株式の四半期末(期末)株式数 (千株) 204,451 204,466

　

２．１株当たり四半期純利益金額

前第２四半期連結累計期間
（自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日）

当第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）

　
１株当たり四半期純利益金額 14.87円
　

　
１株当たり四半期純利益金額 13.43円
　

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

２  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　
前第２四半期連結累計期間
（自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日）

当第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）

四半期純利益 (百万円) 3,041 2,745

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) 3,041 2,745

普通株式の期中平均株式数 (千株) 204,546 204,453

　

前第２四半期連結会計期間
（自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日）

　
１株当たり四半期純利益金額 9.70円
　

　
１株当たり四半期純利益金額 7.95円
　

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

２  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　
前第２四半期連結会計期間
（自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日）

四半期純利益 (百万円) 1,983 1,624

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) 1,983 1,624

普通株式の期中平均株式数 (千株) 204,542 204,451
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２【その他】

中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりである。

(1）決議年月日 平成22年10月29日

(2）中間配当金の総額 1,226百万円

(3）１株当たりの金額 ６円

(4）支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月６日

（注）平成22年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払を行う。
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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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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成21年11月６日

株式会社　関　電　工

取　締　役　会　　御中
 

井　上　監　査　法　人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 平  松  正  己    印

 

 業務執行社員  公認会計士 林      映  男    印

 

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関電工の

平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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、株式会社関電工及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

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。

 

追記情報

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ているとおり、会社は退職給付引当金に関

する計上基準について、数理計算上の差異の費用処理方法を変更している。

　

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

　

　（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)が別途保管している。

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ない。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成22年11月５日

株式会社　関　電　工

取　締　役　会　　御中
 

井　上　監　査　法　人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 平  松  正  己    印

 

 業務執行社員  公認会計士 林      映  男    印

 

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関電工の

平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９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、株式会社関電工及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

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

　

　（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)が別途保管している。

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ない。
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