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1. 平成26年9月期第1四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成25年12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 ％

26年9月期第1四半期 1,227 161.0 33 ― 40 ― 33 ―
25年9月期第1四半期 762 6.3 △47 ― △35 ― △41 ―

（注）包括利益 26年9月期第1四半期 33百万円 （―％） 25年9月期第1四半期 △41百万円 （―％）

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9月期第1四半期 5.32 ―
25年9月期第1四半期 △6.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年9月期第1四半期 3,045 2,008 66.0 315.37
25年9月期 3,050 1,987 65.1 312.04
（参考）自己資本 26年9月期第1四半期 2,008百万円 25年9月期 1,987百万円

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

25年9月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
26年9月期 ―
26年9月期（予想） 2.00 ― 2.00 4.00

3. 平成26年 9月期の連結業績予想（平成25年10月 1日～平成26年 9月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 2,918 57.9 113 ― 112 ― 84 ― 13.19
通期 5,011 20.0 175 37.7 173 5.6 183 29.7 28.73



(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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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
②①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） 26年9月期1Q 6,375,284 株 25年9月期 6,375,284 株
② 期末自己株式数 26年9月期1Q 6,201 株 25年9月期 6,201 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期1Q 6,369,083 株 25年9月期1Q 6,369,083 株
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当第1四半期連結累計期間における我が国の経済は、新興国の経済動向、円安による電気料金や原材

料の価格上昇、消費税率引上げ決定等の懸念材料もありますが、政府による経済政策や金融緩和政策へ

の期待感から円安・株高を背景に緩やかな回復傾向を維持しております。 

建設業界におきましては、公共投資と民間設備投資が増加する中、案件ごとの利幅は薄い傾向が顕著

で、良質件名の取込が課題となっています。また当社の柱となる電力事業における受注も当四半期にお

いては動きが弱く、手持件名による完工が主流で、当社を取り巻く環境は厳しい状況で推移していま

す。 

このような状況の中、当社は以前にも増して、徹底したコスト削減策による競争力の強化や不採算案

件を発生させないような事前の調査分析等を更に強化し、生産性の向上を図ってまいりました。 

以上の結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の受注高は、２億２千７百万円（前年同四半

期比68.0％減）、売上高は12億２千７百万円（前年同四半期比61.0％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、受注に伸び悩みが見られたものの、手持ち工事の消化により完工額が増

加したことにより利益も増加することとなりました。建物管理・清掃業では、資材、人件費の高騰によ

り、当初予想の利益の確保に至りませんでしたが、営業利益は３千３百万円（前年同四半期は４千７百

万円の営業損失）、経常利益は４千万円（前年同四半期は３千５百万円の経常損失）、四半期純利益は

３千３百万円（前年同四半期は４千１百万円の四半期純損失）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、受注の伸び悩みに対し、手持ち工事が順調に進捗したことから、当第１四

半期連結累計期間の受注高は２億２千７百万円（前年同四半期比68.0％減）、売上高は９億９千５百

万円（前年同四半期比86.1％増）、セグメント利益（営業利益）は２千１百万円（前年同四半期は５

千９百万円のセグメント損失）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、人件費の上昇等の影響が僅かに見られたものの順調に推移し、当第

１四半期連結累計期間の売上高は２億３千１百万円（前年同四半期比2.0％増）、セグメント利益

（営業利益）は１千１百万円（前年同四半期比2.7％増）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
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当第１四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５百万円減少し、30億４

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２千６百万円減少し、10億

３千６百万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２千１百万円増加し、20億８

百万円となっております。 

資産の減少の主な要因は、現金預金１億３千６百万円の増加及び未成工事支出金４千５百万円の増加

もありましたが、受取手形・完成工事未収入金等１億６百万円の減少及びその他流動資産５千５百万円

の減少によるものであります。 

負債の減少の主な要因は、工事未払金３千３百万円の増加もありましたが、未成工事受入金２千８百

万円の減少、未払法人税等１千５百万円の減少及び工事損失引当金１千万円の減少によるものでありま

す。  

純資産の増加の主な要因は、利益剰余金２千１百万円の増加によるものであります。  

  

平成26年９月期の第２四半期連結累計期間及び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月期決算短信」(平成25年11月12日付)で公表した連結業績予想に

変更はありません。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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。 

  

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
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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25年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部   
 流動資産   
  現金預金 852,756 989,645
  受取手形・完成工事未収入金等 771,886 665,563
  未成工事支出金 242,118 287,625
  繰延税金資産 25,800 25,800
  その他 101,061 45,911

  貸倒引当金 △974 △103

  流動資産合計 1,992,649 2,014,442

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物・構築物 439,648 439,739
   機械・運搬具 347,198 347,198
   工具器具・備品 257,419 258,810
   土地 359,351 359,351

   減価償却累計額及び減損損失累計額 △736,177 △754,714

   有形固定資産合計 667,440 650,385

  無形固定資産   
   のれん 244,421 237,161

   その他 6,374 5,955

   無形固定資産合計 250,796 243,117

  投資その他の資産   
   投資有価証券 105,651 107,854
   長期貸付金 344,000 338,000
   繰延税金資産 400 400
   その他 34,672 33,482

   貸倒引当金 △344,815 △342,585

   投資その他の資産合計 139,908 137,151

  固定資産合計 1,058,144 1,030,653

 資産合計 3,050,793 3,045,096
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(単位：千円)

   前連結会計年度
(平成25年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部   
 流動負債   
  工事未払金 467,344 501,119
  短期借入金 100,000 100,000
  未払法人税等 23,431 8,160
  未成工事受入金 144,200 115,908
  賞与引当金 20,715 17,466
  工事損失引当金 12,257 2,225
  完成工事補償引当金 240 300

  その他 123,347 117,549

  流動負債合計 891,536 862,730

 固定負債   
  退職給付引当金 154,715 157,668
  再評価に係る繰延税金負債 8,327 8,327

  その他 8,779 7,766

  固定負債合計 171,822 173,762

 負債合計 1,063,358 1,036,492

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 353,665 374,833

  自己株式 △1,900 △1,900

  株主資本合計 2,162,450 2,183,618

 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 1,987,435 2,008,603

負債純資産合計 3,050,793 3,045,096
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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：千円)

  
前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
 至 平成24年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
 至 平成25年12月31日)

売上高   
 完成工事高 535,046 995,537

 不動産管理売上高 227,201 231,791

 売上高合計 762,247 1,227,328

売上原価   
 完成工事原価 476,046 842,800

 不動産管理売上原価 157,999 163,846

 売上原価合計 634,045 1,006,647

売上総利益   
 完成工事総利益 58,999 152,736

 不動産管理売上総利益 69,202 67,944

 売上総利益合計 128,202 220,681

販売費及び一般管理費 175,400 186,835

営業利益又は営業損失（△） △47,198 33,845

営業外収益   
 受取利息 718 27
 貸倒引当金戻入額 － 3,000
 保険解約返戻金 3,525 －
 還付加算金 － 1,746
 持分法による投資利益 9,463 2,202

 その他 380 110

 営業外収益合計 14,087 7,087

営業外費用   
 支払利息 1,713 422
 長期前払費用償却 567 －

 その他 266 194

 営業外費用合計 2,547 616

経常利益又は経常損失（△） △35,658 40,316

特別損失   
 固定資産除却損 1,326 －

 電話加入権評価損 － 46

 特別損失合計 1,326 46

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（△）

△36,985 40,269

法人税、住民税及び事業税 4,658 6,363

法人税等合計 4,658 6,363

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（△）

△41,643 33,906

四半期純利益又は四半期純損失（△） △41,643 33,906
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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：千円)

  
前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
 至 平成24年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
 至 平成25年12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（△）

△41,643 33,906

その他の包括利益   

 その他の包括利益合計 － －

四半期包括利益 △41,643 33,906

（内訳）   
 親会社株主に係る四半期包括利益 △41,643 33,906
 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。 

  

該当事項はありません。 

  

（セグメント情報）  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成24年12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△80千円及びセグメント利益又は損失の調整額852千円は、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）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）

（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 535,046 227,201 762,247 ― 762,247

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― 80 80 △80 ―

計 535,046 227,281 762,327 △80 762,247

セグメント利益又は損失（△） △59,387 11,336 △48,050 852 △47,198
 

山加電業（株）（1789）平成26年９月期第１四半期決算短信

9



  
Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年10月１日  至  平成25年12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△294千円及びセグメント利益の調整額853千円は、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 

該当事項はありません。 

  

  (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 995,537 231,791 1,227,328 ― 1,227,328

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

60 234 294 △294 ―

計 995,597 232,025 1,227,622 △294 1,227,328

セグメント利益 21,348 11,643 32,991 853 33,845
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