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1.  平成25年9月期第2四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年3月31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 ％

25年9月期第2四半期 1,847 18.4 △26 ― △1 ― △8 ―
24年9月期第2四半期 1,561 △35.2 90 △74.2 104 △72.1 77 △75.6

（注）包括利益 25年9月期第2四半期 △8百万円 （―％） 24年9月期第2四半期 78百万円 （△75.2％）

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

25年9月期第2四半期 △1.29 ―
24年9月期第2四半期 12.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第2四半期 3,081 1,850 60.1
24年9月期 2,841 1,871 65.9
（参考） 自己資本   25年9月期第2四半期  1,850百万円 24年9月期  1,871百万円

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

24年9月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
25年9月期 ― 2.00
25年9月期（予想） ― 2.00 4.00

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30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 4,273 42.5 61 ― 62 ― 45 ― 7.07



(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 

(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）3ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  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） 25年9月期2Q 6,375,284 株 24年9月期 6,375,284 株
② 期末自己株式数 25年9月期2Q 6,201 株 24年9月期 6,201 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期2Q 6,369,083 株 24年9月期2Q 6,369,114 株
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当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、復興関連需要に加え、欧州債務問題が 悪期

を脱したこと、経済規模の大きな米中経済が持ち直しつつあること、ＡＳＥＡＮ経済の好調ぶりなど

から、内需の堅調な拡大の兆しが見え始め、市場に円安株高をもたらし、景気回復の期待感が高まり

つつある状況となっております。 

建設業界においては、震災復旧案件や内需押上げ案件で増加傾向は見られるものの、官公庁工事案

件、一般民間工事案件ともに受注激化による価格競争に加え、資材費の高騰、人件費の上昇など、依

然厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループは「現場力の強化」と「スピード重視の経営」を掲げ、経費削

減及びリスク管理の強化を重点的に取り組み、競争力を高める努力を続けながら電気工事業（電力事

業・内線事業・モバイル事業）と建物管理・清掃業に取り組んでおります。 

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の受注高は、14億７千４百万円（前年同四

半期比16.2％減）、売上高は18億４千７百万円（前年同四半期比18.4％増）となりました。また、利

益につきましては、電力事業は順調に推移しましたが、内線事業では国内設備投資の回復遅れ及び一

部不採算案件が影響したこと、モバイル事業では完工期の遅れから伸び悩みました。建物管理・清掃

業では、売上を順調に伸ばしましたが、電気工事業の未達を補うには至らず、遺憾ながら営業損失は

２千６百万円（前年同四半期は９千万円の営業利益）、経常損失は１百万円（前年同四半期は１億４

百万円の経常利益）、四半期純損失は８百万円（前年同四半期は７千７百万円の四半期純利益）とな

りました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（電気工事業） 

電気工事業については、モバイル事業の伸び悩みと、内線事業の利益率低迷を受けて、当第２四

半期連結累計期間の受注高は14億７千４百万円（前年同四半期比16.2％減）、売上高は14億円（前

年同四半期比3.6％減）、セグメント損失（営業損失）は６千５百万円（前年同四半期は８千２百

万円のセグメント利益）となりました。 

（建物管理・清掃業） 

建物管理・清掃業については、建設業界不況の影響を受けずに順調に推移し、当第２四半期連結

累計期間の売上高は４億４千７百万円（前年同四半期より３億３千９百万円増加）、セグメント利

益（営業利益）は３千７百万円（前年同四半期より２千９百万円増加）となりました。 

なお、前第２四半期連結会計期間から株式会社東京管理を連結の範囲に含めておりますので、売

上高及びセグメント利益は前年同四半期より大きく増加しております。 

  

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
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当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億４千万円増加し、

30億８千１百万円となっております。また、負債合計は、前連結会計年度末に比べ２億６千１百万円

増加し、12億３千１百万円となっております。純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２千万円減少

し、18億５千万円となっております。 

資産の増加の主な要因は、保険積立金３億３千３百万円の減少及び有価証券１億円の減少もありま

したが、現金預金４億１千５百万円の増加及び受取手形・完成工事未収入金等の増加１億９千２百円

の増加によるものであります。 

負債の増加の主な要因は、１年以内返済予定の長期借入金２千万円の減少及び長期借入金３千万円

の減少もありましたが、工事未払金１億８千３百万円の増加及び短期借入金１億円の増加によるもの

であります。 

純資産の減少の主な要因は、利益剰余金２千万円の減少によるものであります。 

  

当第２四半期連結累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、前連結会計年

度末に比べ２億６千５百万円増加し、８億２千１百万円となりました。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ります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の減少は、１千４百万円（前年同四半期は３億３千４百万円の増加）となりま

した。この主な要因は、仕入債務の増加１億８千万円もありましたが、売上債権の増加１億９千４百

万円があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の増加は、２億４千４百万円（前年同四半期は３億３千９百万円の減少）とな

りました。この主な要因は、定期預金の預入による支出１億５千万円もありましたが、保険積立金の

解約による収入３億３千６百万円があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増加は、３千５百万円（前年同四半期は２千３百万円の減少）となりまし

た。この主な要因は、長期借入金の返済による支出５千万円もありましたが、短期借入による収入１

億円があったことによるものであります。 

  

平成25年９月期の通期の連結業績予想については、今後の完工、受注予測を踏まえました結果、

「平成25年９月期第２四半期累計期間（連結・個別）及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関す

るお知らせ」(平成25年４月25日付)から変更はありません。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（連結納税制度の適用） 

当社及び国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しております。 

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

（４）追加情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 556,337 971,599

受取手形・完成工事未収入金等 449,244 641,416

有価証券 100,192 －

未成工事支出金 201,295 215,088

繰延税金資産 16,338 23,200

その他 21,118 37,124

貸倒引当金 △5,621 △5,505

流動資産合計 1,338,905 1,882,922

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 432,287 433,972

機械・運搬具 224,029 224,251

工具器具・備品 257,387 255,040

土地 359,351 359,351

建設仮勘定 1,950 40,450

減価償却累計額及び減損損失累計額 △697,220 △709,697

有形固定資産合計 577,786 603,367

無形固定資産   

のれん 273,462 258,941

その他 6,874 6,586

無形固定資産合計 280,336 265,528

投資その他の資産   

投資有価証券 273,201 296,482

長期貸付金 349,000 349,000

保険積立金 333,339 －

その他 38,234 36,348

貸倒引当金 △349,113 △351,791

投資その他の資産合計 644,662 330,040

固定資産合計 1,502,785 1,198,936

資産合計 2,841,690 3,081,859
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 289,339 472,882

短期借入金 100,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 20,000 －

未払法人税等 11,888 14,773

未成工事受入金 110,203 190,559

賞与引当金 30,702 33,073

工事損失引当金 20,030 5,696

完成工事補償引当金 250 10

その他 143,559 132,685

流動負債合計 725,974 1,049,681

固定負債   

長期借入金 30,000 －

退職給付引当金 192,786 162,223

再評価に係る繰延税金負債 8,327 8,327

その他 12,831 10,805

固定負債合計 243,945 181,356

負債合計 969,919 1,231,037

純資産の部   

株主資本   

資本金 989,669 989,669

資本剰余金 821,016 821,016

利益剰余金 238,000 217,051

自己株式 △1,900 △1,900

株主資本合計 2,046,785 2,025,836

その他の包括利益累計額   

土地再評価差額金 △175,015 △175,015

その他の包括利益累計額合計 △175,015 △175,015

純資産合計 1,871,770 1,850,821

負債純資産合計 2,841,690 3,081,859
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

完成工事高 1,452,963 1,400,292

不動産管理売上高 108,049 447,386

売上高合計 1,561,012 1,847,679

売上原価   

完成工事原価 1,138,957 1,234,815

不動産管理売上原価 69,991 300,973

売上原価合計 1,208,949 1,535,789

売上総利益   

完成工事総利益 314,005 165,476

不動産管理売上総利益 38,058 146,413

売上総利益合計 352,063 311,890

販売費及び一般管理費 261,349 338,572

営業利益又は営業損失（△） 90,714 △26,682

営業外収益   

受取利息 1,764 1,395

保険解約返戻金 － 3,525

鉄屑売却収入 11,449 －

投資事業組合運用益 3,554 －

持分法による投資利益 － 23,326

その他 1,123 700

営業外収益合計 17,890 28,948

営業外費用   

支払利息 749 2,138

持分法による投資損失 2,384 －

その他 905 1,244

営業外費用合計 4,039 3,383

経常利益又は経常損失（△） 104,565 △1,117

特別損失   

固定資産除却損 － 1,326

電話加入権評価損 90 －

特別損失合計 90 1,326

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（△）

104,474 △2,444

法人税、住民税及び事業税 14,048 11,974

法人税等調整額 12,992 △6,207

法人税等合計 27,040 5,766

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（△）

77,434 △8,211

四半期純利益又は四半期純損失（△） 77,434 △8,211

山加電業(株)（1789）平成25年９月期第２四半期決算短信

7



 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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31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（△）

77,434 △8,211

その他の包括利益   

土地再評価差額金 1,169 －

その他の包括利益合計 1,169 －

四半期包括利益 78,604 △8,211

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 78,604 △8,211

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

104,474 △2,444

減価償却費 24,891 22,259

のれん償却額 2,420 14,520

貸倒引当金の増減額（△は減少） 379 2,561

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,496 2,371

その他の引当金の増減額（△は減少） △13,858 △45,136

受取利息及び受取配当金 △1,764 △1,395

支払利息 749 2,138

持分法による投資損益（△は益） 2,384 △23,326

投資事業組合運用損益（△は益） △3,554 －

電話加入権評価損 90 －

売上債権の増減額（△は増加） 165,967 △194,849

未成工事支出金の増減額（△は増加） △73,216 △13,793

仕入債務の増減額（△は減少） 115,996 180,413

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,473 △32,414

未成工事受入金の増減額（△は減少） △21,357 80,355

その他 46,858 581

小計 346,441 △8,158

利息及び配当金の受取額 8,697 1,907

利息の支払額 △700 △2,214

法人税等の支払額 △19,614 △11,968

法人税等の還付額 － 5,570

営業活動によるキャッシュ・フロー 334,825 △14,863

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △17,611 △45,749

無形固定資産の取得による支出 △1,559 －

投資有価証券の売却による収入 313 －

定期預金の預入による支出 － △150,000

保険積立金の解約による収入 － 336,865

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△333,247 －

その他 12,930 3,776

投資活動によるキャッシュ・フロー △339,173 244,893

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △10,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △10 －

配当金の支払額 △12,531 △12,742

リース債務の返済による支出 △1,350 △2,026

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,892 35,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △28,241 265,261

現金及び現金同等物の期首残高 700,051 556,337

現金及び現金同等物の四半期末残高 671,810 821,599
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成24年３月31日) 

１．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 

 
(注) １  売上高の調整額△386千円は、セグメント間取引の消去の額であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（のれんの金額の重要な変動） 

「建物管理・清掃業」のセグメントにおいて、株式会社東京管理の株式取得時における取得原価が取

得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれんとして認識して

おります。なお当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間においては290,402千円

であります。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成25年３月31日) 

１．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 

 
(注) １  売上高の調整額△234千円及びセグメント利益又は損失の調整額1,704千円は、セグメント間取引の消去の額

であります。 

２  セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（セグメント情報）

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２電気工事業
建物管理
・清掃業

売上高

外部顧客への売上高 1,452,963 108,049 1,561,012 ― 1,561,012

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― 386 386 △386 ―

計 1,452,963 108,435 1,561,398 △386 1,561,012

セグメント利益 82,116 8,597 90,714 ― 90,714

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２電気工事業
建物管理
・清掃業

売上高

外部顧客への売上高 1,400,292 447,386 1,847,679 ― 1,847,679

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― 234 234 △234 ―

計 1,400,292 447,620 1,847,913 △234 1,847,679

セグメント利益又は損失(△) △65,990 37,603 △28,386 1,704 △26,682
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（６）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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