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1.  平成25年9月期第3四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年6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 ％

25年9月期第3四半期 2,847 23.2 △19 ― 14 △69.3 2 △84.8
24年9月期第3四半期 2,311 △19.9 24 △88.6 47 △81.7 17 △92.6

（注）包括利益 25年9月期第3四半期 2百万円 （△85.7％） 24年9月期第3四半期 18百万円 （△92.1％）

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3四半期 0.42 ―
24年9月期第3四半期 2.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第3四半期 2,935 1,848 63.0
24年9月期 2,841 1,871 65.9
（参考） 自己資本   25年9月期第3四半期  1,848百万円 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3Q 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3Q 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3Q 6,369,083 株 24年9月期3Q 6,369,104 株
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当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、政府主導の緊急経済対策等による景気回復への

期待感から、円高修正が進み、輸出環境が改善を見せ、景気の持ち直し感が見られます。 

建設業界の動きにおいても、民間設備投資が順調に伸びを見せる中、復興関連公共投資や、住宅投資

に底上げ感を見せています。ただこれらの案件は、価格競争の激化から収支バランスを取る事が難しい

状況になりつつある側面も表れ始めました。このような中、電力各社からの受注が伸び悩みを見せ、当

社を取り巻く環境は依然厳しい状況が続いており、収支改善に向けて総力を結集いたしております。 

このような状況の中、当社グループは、経費削減とリスク管理の強化に重点的に取り組み、電気工事

業と建物管理・清掃業の受注量の増加に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の受注高は、27億４千３百万円（前年同四半

期比20.3％増）、売上高は28億４千７百万円（前年同四半期比23.2％増）となりました。また、利益に

つきましては、電気工事業では期中後半に完工が集中し、第４四半期の完工額上積みに課題を残す状況

となり、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、

営業損失は１千９百万円（前年同四半期は２千４百万円の営業利益）、経常利益は１千４百万円（前年

同四半期比69.3％減）、四半期純利益は２百万円（前年同四半期比84.8％減）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、電力事業でやや遅れ気味の発注意欲が第３四半期には回復期に入り、今後

は 盛期を迎えること、内線事業では低迷する市場を嫌い、成長期にある太陽光発電事業へシフトし

た案件が当期より完工期に入ったこと等から、当第３四半期連結累計期間の受注高は27億４千３百万

円（前年同四半期比20.3％増）、売上高は22億１千５百万円（前年同四半期比12.4％増）、セグメン

ト損失（営業損失）は６千７百万円（前年同四半期は５百万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、電気工事業と比べ順調に推移し、売上高の確保に努めました結果、

当第３四半期連結累計期間の売上高は６億３千２百万円（前年同四半期より２億９千１百万円増

加）、セグメント利益（営業利益）は４千５百万円（前年同四半期より２千５百万円増加）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３四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９千３百万円増加し、29

億３千５百万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１億１千６百万円増加

し、10億８千６百万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２千２百万円減少

し、18億４千８百万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投資有価証券１億６千５百万円の

減少もありましたが、現金預金３億７千２百万円の増加及び受取手形・完成工事未収入金等１億７千３

百万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２億１千４百万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２千２百万円の減少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

（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３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 556,337 928,365

受取手形・完成工事未収入金等 449,244 622,471

有価証券 100,192 －

未成工事支出金 201,295 250,401

繰延税金資産 16,338 23,200

その他 21,118 89,167

貸倒引当金 △5,621 △3,104

流動資産合計 1,338,905 1,910,500

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 432,287 438,976

機械・運搬具 224,029 224,251

工具器具・備品 257,387 255,215

土地 359,351 359,351

建設仮勘定 1,950 72,400

減価償却累計額及び減損損失累計額 △697,220 △720,886

有形固定資産合計 577,786 629,308

無形固定資産   

のれん 273,462 251,681

その他 6,874 6,232

無形固定資産合計 280,336 257,914

投資その他の資産   

投資有価証券 273,201 107,771

長期貸付金 349,000 348,000

保険積立金 333,339 －

その他 38,234 47,721

貸倒引当金 △349,113 △366,020

投資その他の資産合計 644,662 137,472

固定資産合計 1,502,785 1,024,694

資産合計 2,841,690 2,935,195
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 289,339 503,477

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 20,000 －

未払法人税等 11,888 14,592

未成工事受入金 110,203 115,766

賞与引当金 30,702 16,418

工事損失引当金 20,030 5,161

完成工事補償引当金 250 210

その他 143,559 146,484

流動負債合計 725,974 902,111

固定負債   

長期借入金 30,000 －

退職給付引当金 192,786 166,018

再評価に係る繰延税金負債 8,327 8,327

その他 12,831 9,792

固定負債合計 243,945 184,138

負債合計 969,919 1,086,250

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 238,000 215,174

自己株式 △1,900 △1,900

株主資本合計 2,046,785 2,023,960

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 1,848,945

負債純資産合計 2,841,690 2,935,195
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高   

完成工事高 1,970,763 2,215,078

不動産管理売上高 340,294 632,333

売上高合計 2,311,058 2,847,412

売上原価   

完成工事原価 1,614,065 1,938,663

不動産管理売上原価 240,060 418,772

売上原価合計 1,854,125 2,357,436

売上総利益   

完成工事総利益 356,697 276,415

不動産管理売上総利益 100,234 213,560

売上総利益合計 456,932 489,976

販売費及び一般管理費 432,033 509,387

営業利益又は営業損失（△） 24,898 △19,411

営業外収益   

受取利息 2,276 1,554

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 11,757 35,289

その他 3,219 814

営業外収益合計 32,256 41,184

営業外費用   

支払利息 1,139 2,584

貸倒引当金繰入額 7,000 2,750

その他 1,232 1,753

営業外費用合計 9,371 7,088

経常利益 47,783 14,684

特別利益   

固定資産売却益 6 11

特別利益合計 6 11

特別損失   

固定資産除却損 － 1,326

投資有価証券売却損 － 365

電話加入権評価損 126 －

特別損失合計 126 1,692

税金等調整前四半期純利益 47,663 13,003

法人税、住民税及び事業税 20,792 16,560

法人税等調整額 9,461 △6,207

法人税等合計 30,253 10,352

少数株主損益調整前四半期純利益 17,410 2,650

四半期純利益 17,410 2,650

山加電業(株)（1789）平成25年９月期第３四半期決算短信

7



 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10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 17,410 2,650

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 18,579 2,650

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 18,579 2,650

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

（セグメント情報）  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成24年６月30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△675千円は、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290,402千円であり、第２四半期連結会計期間に計上

しております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成25年６月30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△258千円及びセグメント利益又は損失の調整額2,556千円は、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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(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 1,970,763 340,294 2,311,058 ― 2,311,058

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― 675 675 △675 ―

計 1,970,763 340,970 2,311,733 △675 2,311,058

セグメント利益 5,088 19,810 24,898 ― 24,898

(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 2,215,078 632,333 2,847,412 ― 2,847,412

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― 258 258 △258 ―

計 2,215,078 632,591 2,847,670 △258 2,847,412

セグメント利益又は損失(△) △67,304 45,337 △21,967 2,556 △19,411

山加電業(株)（1789）平成25年９月期第３四半期決算短信

9



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。 

（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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