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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第2四半期 3,276 ― 43 ― 67 ― 46 ―

20年3月期第2四半期 3,589 △8.4 75 ― 99 ― 137 ―

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

21年3月期第2四半期 7.95 ―

20年3月期第2四半期 23.56 ―

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

21年3月期第2四半期 4,817 3,167 65.8 543.17
20年3月期 4,946 3,158 63.9 541.43

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,167百万円 20年3月期  3,158百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 7,500 △2.8 100 △27.9 140 △24.2 80 △56.4 13.71

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期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るもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  5,970,255株 20年3月期  5,970,255株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  137,998株 20年3月期  136,232株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  5,833,396株 20年3月期第2四半期  5,836,445株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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。 
なお、業績予想に関する事項は、３ページ「3.業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
2.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を
適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

－1－



当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融危機が
深刻化する中で、当第２四半期会計期間末には世界的な株価下落もあり、実体経済への波及が懸念され、
景気の減速が明確になってきました。 
情報通信分野においては、モバイル、光アクセス、インターネットなどによる通信手段の多様化、さら

に固定・移動の融合、通信・放送の融合など、ブロードバンド・ユビキタス社会の実現に大きな期待が寄
せられております。 
このような事業環境のなか、当社は親会社である大明株式会社のもと、「安全の確保」と「品質の向

上」を基本に、市場の多様化とお客様ニーズに迅速かつ柔軟に対応するため、技術者の質的向上と増強を
図ってまいりました。 
当第２四半期累計期間においては、移動体通信工事の受注増に伴い、受注高は４２億２４百万円（前年

同期比１０６．５％）となりました。売上高については、移動体通信工事は増加しましたが、通信線路工
事については前期からの繰越工事が少なかったこと、郡山エリアからの撤退並びに下期への繰越工事の増
加により減少し、３２億７６百万円（前年同期比９１．３％）となりました。利益面につきましては、売
上高の減少により固定費率が上昇し利益を圧迫したことなどにより、営業利益４３百万円（前年同期比５
７．６％）、経常利益６７百万円（前年同期比６７．２％）、四半期純利益４６百万円（前年同期比３
３．７％）となりました。 

（事業部門別概況） 
(1)通信線路部門 

北関東エリアでの受注は堅調に推移したものの、郡山エリアからの撤退により、受注高は３０億５５
百万円（前年同期比９６．８％）となりました。売上高につきましては、前期からの繰越工事が少なか
ったこと、郡山エリアからの撤退並びに下期への繰越工事の増加により、２３億９４百万円（前年同期
比７９．５％）となりました。 

(2)土木部門 
営業、施工の一体化により価格競争力の強化を図り、受注の拡大に努めてまいりました。その結果、

ＮＴＴ通信土木工事は堅調に推移したものの、一般民需工事の受注環境は依然として厳しく、受注高は
２億５５百万円（前年同期比９６．９％）となりました。また、売上高についても一般民需工事の減少
の影響等により、１億８百万円（前年同期比７３．３％）となりました。 

(3)ＩＰ部門 
技術革新と厳しい受注競争が展開されている中、光伝送路工事やセキュリティーシステム関連工事の

受注の拡大に努めてまいりましたが、受注高は１億６０百万円（前年同期比１０８．１％）、売上高は
９５百万円（前年同期比６５．６％）となりました。 

(4)モバイル部門 
移動体通信工事において、アンテナ設置工事等が増加したこと及び保守工事が堅調に推移したことな

どにより、受注高は７億５３百万円（前年同期比１８８．９％）、売上高は６億７７百万円（前年同期
比２４１．０％）となりました。 

 なお、前年同期比は、参考数値として記載しております。 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
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(流動資産） 
当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は２３億８１百万円で、前期末に比べ１億１３百万円

減少しております。これは、主として繰越工事の増加により未成工事支出金が４億６３百万円増加しまし
たが、工事費用の支払等により現金預金は９３百万円、受取手形及び完成工事未収入金の売上債権が４億
８２百万円減少したことによるものであります。 
(固定資産） 
当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は２４億３５百万円で、前期末に比べ１５百万円減少

しております。これは、主として有形固定資産が７百万円、投資その他の資産が６百万円減少したことに
よるものであります。 
(流動負債） 
当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は９億３３百万円で、前期末に比べ１億２８百万円減

少しております。これは、主として未成工事受入金が３９百万円増加したものの、工事未払金が１億５１
百万円減少したことによるものであります。 
(固定負債） 
当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は７億１５百万円で、前期末に比べ９百万円減少して

おります。これは、主として役員退職慰労引当金を取崩したことによるものであります。 
(純資産） 
当第２四半期会計期間末における純資産の残高は３１億６７百万円で、前期末に比べ９百万円増加して

おります。これは、主として利益剰余金が１７百万円増加したことによるものであります。 
  

第２四半期累計期間における業績は、概ね予定通りに推移いたしましたが、企業の設備投資の減退や個
人消費の低迷から景気は一層厳しくなるものと思われます。情報通信分野においては、移動体通信関連
は、高速ダウンロードが可能な携帯端末とデータ通信定額料金制の普及に牽引され、無線基地局の機器交
換や簡易アンテナの増設など、設備投資は堅調に推移するものと思われます。一方、固定通信関連につい
ては、映像配信や電子商取引など、ネットワークの高度化が期待されると思われますが、光アクセス設備
については、需要の斑模様化が想定され、地域によっては増加の伸びの鈍化が予想されることから、「平
成20年3月期 決算短信（非連結）」（平成20年５月13日付）において公表いたしました業績予想を売上
高７５億円（前期比２．８％減）、営業利益１億円（前期比２７．９％減）、経常利益１億４０百万円
（前期比２４．２％減）、当期純利益８０百万円（前期比５６．４％減）に変更しております。 
  

該当事項はありません。 
  

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平
成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規
則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産は、従来の原価法によっておりましたが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に
関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたこ
とに伴い、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 
③ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３
月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期会
計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する
方法によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 
  

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金預金 715,567 809,296 

受取手形 7,012 39,751 

完成工事未収入金 799,374 1,248,953 

未成工事支出金 718,951 255,158 

原材料 27,554 14,235 

繰延税金資産 38,878 36,910 

その他 74,154 90,269 

流動資産合計 2,381,492 2,494,575 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 272,112 281,151 

土地 1,735,285 1,735,285 

その他（純額） 83,694 82,468 

有形固定資産合計 2,091,092 2,098,905 

無形固定資産 9,655 10,749 

投資その他の資産 

投資有価証券 127,705 141,748 

繰延税金資産 177,175 168,758 

その他 159,223 164,247 

貸倒引当金 △129,210 △132,910 

投資その他の資産合計 334,893 341,843 

固定資産合計 2,435,640 2,451,498 

資産合計 4,817,133 4,946,073 

負債の部 

流動負債 

工事未払金 696,359 847,506 

未払金 20,928 61,368 

未払法人税等 34,274 15,133 

未成工事受入金 63,729 24,015 

工事損失引当金 18,246 19,623 

賞与引当金 62,279 57,113 

その他 37,968 37,757 

流動負債合計 933,785 1,062,518 

固定負債 

退職給付引当金 543,411 538,124 

役員退職慰労引当金 25,200 39,120 

再評価に係る繰延税金負債 145,243 145,243 

その他 1,569 2,324 

固定負債合計 715,424 724,812 

負債合計 1,649,210 1,787,330 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 817,926 817,926 

資本剰余金 667,984 667,984 

利益剰余金 2,011,603 1,994,398 

自己株式 △32,356 △32,095 

株主資本合計 3,465,158 3,448,213 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 14,370 22,134 

土地再評価差額金 △311,605 △311,605 

評価・換算差額等合計 △297,234 △289,470 

純資産合計 3,167,923 3,158,742 

負債純資産合計 4,817,133 4,946,073 
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(2) 【四半期損益計算書】

 【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

完成工事高 3,276,575 

完成工事原価 3,079,388 

完成工事総利益 197,187 

販売費及び一般管理費 153,631 

営業利益 43,556 

営業外収益 

不動産賃貸料 18,103 

その他 5,423 

営業外収益合計 23,527 

営業外費用 

雑支出 59 

営業外費用合計 59 

経常利益 67,023 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 3,700 

その他 1,281 

特別利益合計 4,981 

税引前四半期純利益 72,005 

法人税、住民税及び事業税 30,744 

法人税等調整額 △5,114 

法人税等合計 25,629 

四半期純利益 46,375 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 72,005 

減価償却費 25,711 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,700 

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,166 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,376 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,286 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,920 

受取利息及び受取配当金 △3,540 

投資有価証券売却損益（△は益） △620 

売上債権の増減額（△は増加） 482,318 

有形固定資産売却損益（△は益） △109 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △463,792 

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,182 

仕入債務の増減額（△は減少） △151,146 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 39,713 

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,298 

その他の資産の増減額（△は増加） 18,467 

その他の負債の増減額（△は減少） △12,907 

その他 4 

小計 △18,920 

利息及び配当金の受取額 3,540 

法人税等の支払額 △10,796 

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,177 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △45,161 

定期預金の払戻による収入 118,161 

有形固定資産の取得による支出 △42,573 

有形固定資産の売却による収入 340 

投資有価証券の売却による収入 1,628 

貸付けによる支出 △2,000 

貸付金の回収による収入 4,535 

投資活動によるキャッシュ・フロー 34,930 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

自己株式の取得による支出 △264 

配当金の支払額 △29,216 

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,481 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,728 

現金及び現金同等物の期首残高 678,284 

現金及び現金同等物の四半期末残高 657,556 

東邦建㈱（1990）平成21年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

－7－



当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

当第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

 （要約）前中間損益計算書 

                   

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考資料」

科 目

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日）

金額(千円）
百分比
（％）

Ⅰ完成工事高 3,589,031 100.0

Ⅱ完成工事原価 3,355,205 93.5

 完成工事総利益 233,826 6.5

Ⅲ販売費及び一般管理費 158,145 4.4

 営業利益 75,681 2.1

Ⅳ営業外収益 24,832 0.7

Ⅴ営業外費用 777 0.0

 経常利益 99,736 2.8

Ⅵ特別利益 2,241 0.0

Ⅶ特別損失 827 0.0

 税引前中間純利益 101,150 2.8

 法人税、住民税及び事業税 3,059 0.1

 法人税等調整額 △39,391 △1.1

 中間純利益 137,483 3.8
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(要約） 中間キャッシュ・フロー計算書

科 目

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税引前中間純利益 101,150

  減価償却費 16,070

  貸倒引当金の増加・減少(△)額 △2,250

  賞与引当金の増加・減少(△)額 1,468

  工事損失引当金の増加・減少(△)額 △10,516

  退職給付引当金の増加・減少(△)額 35,647

  役員退職慰労引当金の増加・減少(△)額 △980

  受取利息及び受取配当金 △3,463

  支払利息 487

  売上債権の減少・増加(△)額 943,619

  未成工事支出金の減少・増加(△)額 △207,242

  その他のたな卸資産の減少・増加(△)額 1,014

  仕入債務の増加・減少(△)額 △414,883

  未成工事受入金の増加・減少(△)額 20,964

  未払消費税等の増加・減少(△)額 △32,498

  その他資産の減少・増加(△)額 △537

  その他負債の増加・減少(△)額 △35,934

  その他 593

    小計 412,707

  利息及び配当金の受取額 3,463

  利息の支払額 △443

  法人税等の支払額 △92,673

   営業活動によるキャッシュ・フロー 323,054

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  定期預金の預入による支出 △58,090

  定期預金の払戻による収入 100,090

  定期積金の預入による支出 △16,043

  定期積金の払戻による収入 36,043

  有形固定資産の取得による支出 △1,807

  有形固定資産の売却による収入 102,000

  貸付金の回収による収入 4,700

   投資活動によるキャッシュ・フロー 166,892

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  長期借入金の返済による支出 △20,000

  自己株式の取得による支出 △163

  配当金の支払額 △29,165

   財務活動によるキャッシュ・フロー △49,328

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 440,617

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 336,125

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 776,743
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部門別受注高・完成工事高・受注残高 

（単位：千円）

 
  

  

  

6. その他の情報

平成２０年３月期 平成２１年３月期
増    減

第２四半期累計期間 第２四半期累計期間

金  額 構成比(%) 金  額 構成比(%) 金  額 増減率(%)

前 通信線路部門 572,747 73.2 292,302 43.9 △ 280,445 △ 49.0

期 土木部門 118,659 15.2 201,678 30.3 83,019 70.0

繰 ＩＰ部門 36,417 4.6 12,600 1.9 △ 23,817 △ 65.4

越 モバイル部門 54,768 7.0 159,131 23.9 104,363 190.6

高 計 782,591 100.0 665,711 100.0 △ 116,880 △ 14.9

通信線路部門 3,155,678 79.5 3,055,601 72.3 △ 100,077 △ 3.2

受 土木部門 263,939 6.7 255,724 6.1 △ 8,215 △ 3.1

注 ＩＰ部門 148,238 3.7 160,303 3.8 12,065 8.1

高 モバイル部門 398,886 10.1 753,303 17.8 354,417 88.9

計 3,966,742 100.0 4,224,932 100.0 258,190 6.5

完 通信線路部門 3,014,170 84.0 2,394,943 73.1 △ 619,227 △ 20.5

成 土木部門 147,743 4.1 108,285 3.3 △ 39,458 △ 26.7

工 ＩＰ部門 145,946 4.1 95,763 2.9 △ 50,183 △ 34.4

事 モバイル部門 281,172 7.8 677,583 20.7 396,411 141.0

高 計 3,589,031 100.0 3,276,575 100.0 △ 312,456 △ 8.7

通信線路部門 714,255 61.6 952,960 59.0 238,705 33.4

受 土木部門 234,855 20.2 349,117 21.6 114,262 48.7

注 ＩＰ部門 38,710 3.3 77,140 4.8 38,430 99.3

残 モバイル部門 172,482 14.9 234,851 14.6 62,369 36.2

計 1,160,302 100.0 1,614,068 100.0 453,766 39.1
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