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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年12月31日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第３四半期 241,283 △9.5 16,741 △11.4 19,402 △7.3 13,787 △0.4

2021年３月期第３四半期 266,597 △4.7 18,898 0.7 20,940 △0.6 13,845 △3.3
(注) 包括利益 2022年３月期第３四半期 12,035百万円(△28.8％) 2021年３月期第３四半期 16,901百万円( 19.3％)

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

2022年３月期第３四半期 194.62 ─

2021年３月期第３四半期 195.43 ─
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第３四半期 348,168 226,593 64.5

2021年３月期 366,532 221,741 60.0
(参考) 自己資本 2022年３月期第３四半期 224,618百万円 2021年３月期 219,807百万円
　

　

２．配当の状況

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

2021年３月期 ─ 50.00 ─ 50.00 100.00

2022年３月期 ─ 50.00 ─

2022年３月期(予想) 50.00 100.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 410,000 4.6 35,000 6.1 37,700 5.0 25,500 1.8 359.94
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ─社（社名） 、除外 ─社（社名）
　

　

（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P.7「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2022年３月期３Ｑ 70,864,961株 2021年３月期 70,864,961株

② 期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 19,272株 2021年３月期 19,025株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期３Ｑ 70,845,834株 2021年３月期３Ｑ 70,846,049株

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料P.2「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。
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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

　当第３四半期連結累計期間の受注高は、目標としていた案件の受注に注力した結果、一般民間向け案件を中心に

増加し、256,411百万円（前年同期比5.4％増）となりました。

　売上高は、241,283百万円（前年同期比9.5％減）となりました。一般設備工事については、工程の初期段階にあ

る進行基準の案件が比較的多いため、売上高の計上が進まないことに加え、資材不足の影響を受けた調達の遅れに

伴い、工事の進捗が伸びにくい状況にあります。また、太陽光工事については、大型案件の着工遅れなどにより前

年同期に比べ施工高が減少しました。

　営業利益は、16,741百万円（前年同期比11.4％減）となりました。利益向上施策の取り組みにより前年同期に比

べコスト改善は進んだものの、売上高の減少などにより減益となりました。

　また、経常利益は19,402百万円（前年同期比7.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、13,787百万円

（前年同期比0.4％減）となりました。

　新型コロナウイルス感染症の影響については、一部の大型案件において工事着手や進捗の遅れが発生しておりま

すが、現時点では、当年度の経営方針および計画を見直す必要はないと判断しております。

　なお、「収益認識に関する会計基準」等の適用により、売上高は1,476百万円減少しております。

（２）財政状態に関する説明

資産合計は、完成工事未収入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ18,363百万円減少（5.0％減）し、

348,168百万円となりました。

　負債合計は、工事未払金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ23,215百万円減少（16.0％減）し、121,574

百万円となりました。

　純資産合計は、配当金の支払いやその他有価証券評価差額金の減少があったものの、親会社株主に帰属する四半

期純利益の計上により、前連結会計年度末に比べ4,852百万円増加（2.2％増）し、226,593百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年４月28日の決算発表時に公表しました業績予想からの変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 50,905 46,856

受取手形・完成工事未収入金等 130,705 93,993

未成工事支出金 5,910 17,657

商品 1,040 1,447

材料貯蔵品 14,579 21,881

その他 9,451 9,234

貸倒引当金 △18 △30

流動資産合計 212,574 191,040

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 32,337 32,512

土地 28,887 29,488

その他（純額） 19,472 18,297

有形固定資産合計 80,698 80,298

無形固定資産

のれん ― 1,935

その他 1,729 1,643

無形固定資産合計 1,729 3,578

投資その他の資産

投資有価証券 63,194 60,774

長期貸付金 1,256 411

退職給付に係る資産 554 3,317

繰延税金資産 3,507 4,375

その他 4,781 5,375

貸倒引当金 △1,764 △1,004

投資その他の資産合計 71,530 73,249

固定資産合計 153,957 157,127

資産合計 366,532 348,168
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 63,559 40,580

電子記録債務 23,593 26,396

短期借入金 1,774 1,978

未払法人税等 7,145 2,196

未成工事受入金 15,381 19,443

賞与引当金 ― 4,887

工事損失引当金 60 202

その他 13,845 7,289

流動負債合計 125,361 102,974

固定負債

長期借入金 10,140 8,882

リース債務 2,711 2,797

役員退職慰労引当金 300 318

退職給付に係る負債 4,051 4,064

その他 2,225 2,537

固定負債合計 19,429 18,600

負債合計 144,790 121,574

純資産の部

株主資本

資本金 12,561 12,561

資本剰余金 12,987 12,987

利益剰余金 195,601 202,226

自己株式 △8 △9

株主資本合計 221,141 227,765

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,998 1,511

繰延ヘッジ損益 △381 △410

為替換算調整勘定 105 266

退職給付に係る調整累計額 △5,057 △4,514

その他の包括利益累計額合計 △1,334 △3,147

非支配株主持分 1,933 1,974

純資産合計 221,741 226,593

負債純資産合計 366,532 348,168

　



株式会社九電工(1959) 2022年３月期 第３四半期決算短信

―5―

（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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

売上高

完成工事高 256,720 232,863

その他の事業売上高 9,877 8,419

売上高合計 266,597 241,283

売上原価

完成工事原価 222,650 200,805

その他の事業売上原価 7,083 5,914

売上原価合計 229,734 206,719

売上総利益

完成工事総利益 34,070 32,058

その他の事業総利益 2,793 2,505

売上総利益合計 36,863 34,563

販売費及び一般管理費 17,964 17,822

営業利益 18,898 16,741

営業外収益

受取利息 72 39

受取配当金 687 714

持分法による投資利益 351 913

投資事業組合運用益 759 612

受取賃貸料 235 253

その他 356 537

営業外収益合計 2,463 3,072

営業外費用

支払利息 307 286

割増退職金 35 26

その他 79 98

営業外費用合計 421 411

経常利益 20,940 19,402

特別利益

固定資産売却益 3 4

投資有価証券売却益 10 782

特別利益合計 13 787

特別損失

固定資産処分損 121 112

投資有価証券売却損 22 1

投資有価証券評価損 121 69

違約金 89 ―

特別損失合計 354 184

税金等調整前四半期純利益 20,599 20,004

法人税等 6,732 6,173

四半期純利益 13,866 13,831

非支配株主に帰属する四半期純利益 21 43

親会社株主に帰属する四半期純利益 13,845 13,787
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純利益 13,866 13,831

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,645 △2,478

為替換算調整勘定 △125 177

退職給付に係る調整額 535 542

持分法適用会社に対する持分相当額 △20 △37

その他の包括利益合計 3,034 △1,796

四半期包括利益 16,901 12,035

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 16,893 11,974

非支配株主に係る四半期包括利益 7 60

　



株式会社九電工(1959) 2022年３月期 第３四半期決算短信

―7―

（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）

該当事項はありません。

　

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（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３四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おります。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工

事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合に

は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法

に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、

予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合

理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を

認識することとしております。

また、機器販売等に係る一部の収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又

はサービスの提供における役割（本人又は代理人）を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更してお

ります。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,476百万円減少し、売上原価は1,476百万円減少しました

が、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期

首残高に与える影響はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28－15項に定める

経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記

載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表

に与える影響はありません。
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３．参考

個別業績の概要

　 (百万円未満切捨て)

2022年３月期第３四半期の個別業績 (2021年４月１日～2021年12月31日)

(1) 個別経営成績（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 ％

2022年３月期第３四半期 209,874 △10.6 13,251 △14.2 15,313 △12.3 11,062 △7.7

2021年３月期第３四半期 234,854 △2.0 15,438 △3.8 17,461 △5.1 11,981 △2.7

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

2022年３月期第３四半期 156.10 ―

2021年３月期第３四半期 169.08 ―

(2) 個別財政状態

総 資 産 純 資 産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第３四半期 312,845 189,222 60.5

2021年３月期 332,457 187,678 56.5

（注）参考として開示した個別業績の概要は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。
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４．補足情報

（１）連結業績の部門別・得意先別内訳

　 ①売上高

期 別

部門別

前年同四半期連結累計期間

(2020.4～2020.12)

当四半期連結累計期間

(2021.4～2021.12)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 34,034 12.8 31,785 13.2 △2,248 △6.6

屋内線工事 141,660 53.1 126,414 52.4 △15,246 △10.8

空調管工事 81,026 30.4 74,663 30.9 △6,362 △7.9

設備工事業計 256,720 96.3 232,863 96.5 △23,857 △9.3

その他の事業 9,877 3.7 8,419 3.5 △1,457 △14.8

合計 266,597 100 241,283 100 △25,314 △9.5

②工事受注高

期 別

部門別

前年同四半期連結累計期間

(2020.4～2020.12)

当四半期連結累計期間

(2021.4～2021.12)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 34,874 14.3 32,379 12.6 △2,494 △7.2

屋内線工事 120,350 49.5 131,681 51.4 11,330 9.4

空調管工事 88,137 36.2 92,351 36.0 4,213 4.8

合計 243,362 100 256,411 100 13,049 5.4

③期末手持工事高

期 別

部門別

前年同四半期連結会計期間

(2020.12)

当四半期連結会計期間

(2021.12)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 2,354 0.5 1,969 0.5 △384 △16.4

屋内線工事 310,642 71.4 290,850 69.2 △19,791 △6.4

空調管工事 122,107 28.1 127,342 30.3 5,235 4.3

合計 435,103 100 420,162 100 △14,940 △3.4

④得意先別工事売上高

期 別

得意先

前年同四半期連結累計期間

(2020.4～2020.12)

当四半期連結累計期間

(2021.4～2021.12)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

九州電力グループ※ 33,483 13.0 31,808 13.7 △1,674 △5.0

一般得意先 223,237 87.0 201,054 86.3 △22,182 △9.9

合計 256,720 100 232,863 100 △23,857 △9.3

⑤得意先別工事受注高

期 別

得意先

前年同四半期連結累計期間

(2020.4～2020.12)

当四半期連結累計期間

(2021.4～2021.12)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

九州電力グループ※ 34,492 14.2 33,890 13.2 △602 △1.7

一般得意先 208,870 85.8 222,521 86.8 13,651 6.5

合計 243,362 100 256,411 100 13,049 5.4

⑥通期（2022年3月期）の売上高・工事受注高の予想

部門別 売上高(百万円) 工事受注高(百万円)

配電線工事 46,000 46,000

屋内線工事 220,000 210,000

空調管工事 132,000 137,000

設備工事業計 398,000 393,000

その他の事業 12,000

合計 410,000

※九州電力グループ：九州電力㈱、九州電力送配電㈱
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（２）個別業績の部門別・得意先別内訳

　 ①売上高

期 別

部門別

前年同四半期

(2020.4～2020.12)

当四半期

(2021.4～2021.12)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 32,641 13.9 30,633 14.6 △2,008 △6.2

屋内線工事 132,477 56.4 116,239 55.4 △16,237 △12.3

空調管工事 66,184 28.2 59,653 28.4 △6,531 △9.9

計 231,303 98.5 206,526 98.4 △24,777 △10.7

兼業事業売上高 3,550 1.5 3,348 1.6 △201 △5.7

合計 234,854 100 209,874 100 △24,979 △10.6

②工事受注高

期 別

部門別

前年同四半期

(2020.4～2020.12)

当四半期

(2021.4～2021.12)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 32,782 15.7 30,916 13.9 △1,865 △5.7

屋内線工事 106,571 51.0 119,315 53.5 12,744 12.0

空調管工事 69,755 33.3 72,714 32.6 2,958 4.2

合計 209,109 100 222,946 100 13,837 6.6

③期末手持工事高

期 別

部門別

前年同四半期末

(2020.12)

当四半期末

(2021.12)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 1,144 0.3 760 0.2 △384 △33.6

屋内線工事 295,523 75.0 276,783 72.7 △18,740 △6.3

空調管工事 97,432 24.7 103,008 27.1 5,576 5.7

合計 394,100 100 380,552 100 △13,548 △3.4

④得意先別工事売上高

期 別

得意先

前年同四半期

(2020.4～2020.12)

当四半期

(2021.4～2021.12)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

九州電力グループ※ 32,460 14.0 30,898 15.0 △1,562 △4.8

一般得意先 198,843 86.0 175,627 85.0 △23,215 △11.7

合計 231,303 100 206,526 100 △24,777 △10.7

⑤得意先別工事受注高

期 別

得意先

前年同四半期

(2020.4～2020.12)

当四半期

(2021.4～2021.12)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

九州電力グループ※ 33,184 15.9 31,823 14.3 △1,361 △4.1

一般得意先 175,924 84.1 191,123 85.7 15,199 8.6

合計 209,109 100 222,946 100 13,837 6.6

※九州電力グループ：九州電力㈱、九州電力送配電㈱

　


