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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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 ％

21年3月期第2四半期 14,316 ― △194 ― △174 ― △158 ―
20年3月期第2四半期 15,658 0.7 81 △78.2 103 △73.3 38 ―

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 △9.95 ―
20年3月期第2四半期 2.42 ―

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 14,580 8,322 57.1 523.64
20年3月期 17,168 8,645 50.3 543.65

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,320百万円 20年3月期  8,640百万円

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  

なお、20年3月期の期末配当金には、創立60周年記念配当4円を含んでおります。  

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 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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）連結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 33,840 △3.1 200 △59.3 225 △56.7 130 △50.9 8.18

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、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) 四半期連結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（四半期連結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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

＊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。詳細については、3ページ【定性的情報・財務諸表等】の「３．連結業績予想に関す 
   る定性的情報」をごらんください。 
（２）当連結会計年度より「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 
   適用針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  16,905,000株 20年3月期  16,905,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,014,522株 20年3月期  1,011,433株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  15,892,327株 20年3月期第2四半期  15,895,469株



(参考）個別業績予想 

平成21年３月期の個別業績予想（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）個別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 

通期 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

32,000 △7.3 210 △56.4 225 △55.3 130 △51.9    8.18 



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計会計期間におけるわが国経済は、米国でのサブプライムローン問題に端を発した世界的な金

融不安の高止まりと、原油や穀物価格の高騰を背景とした個人消費の低迷や企業業績の悪化による設備投資の減少も

あり、国内景気は減速から後退局面に入っております。 

 情報通信分野においては、ユビキタス社会への移行の動きが一段と加速するとともに、次世代ネットワークサービ

スＮＧＮが今年3月に商用サービスの提供が開始され、光回線普及の弾みが期待されております。また、地上デジタ

ル放送と通信の融合によるフレッツ・テレビなど様々なサービスの広がりを見せております。 

 このような状況下で、当第２四半期連結累計会計期間の業績は、当初見込んでいた大型工事が適合条件に合わずに

失注いたしましたが、連結子会社の受注努力によりグループ全体では、売上高の減少を抑制することができ、売上高

14,316百万円となりました。 

 利益面につきましては、資源インフレ等に伴う材料費や燃料費の高騰などにより工事原価率が上昇しております。

一方、連結子会社においても同様に外注費や材料費の高騰などが影響し、営業損失194百万円、経常損失174百万円、

四半期純損失158百万円となりました。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、14,580百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,587百万円の減

少となりました。その主な要因は、資産につきましては売上債権の減少3,969百万円等であります。負債につきまし

ては、仕入債務の減少575百万円、短期借入金の減少1,350百万円等であります。また純資産につきましては、前連結

会計年度末に比べ322百万円減少し8,322百万となり、自己資本比率は57.1％となりました。   

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、第２四半期連結累計期間における業績を踏まえて、当第３・第４四半期において

は、より一層の工事原価の抑制、諸経費削減等に努めるとともに、連結子会社を含めた効率的な稼働調整を行い、利

益確保に努めたいと考えております。  

 上記に記載した事項を踏まえ、平成20年5月13日付当社「平成20年3月期 決算短信（平成21年3月期の個別業績予

想）」及び平成20年8月7日付当社「平成21年3月期第１四半期決算短信（平成21年3月期の連結業績予想）」で公表し

た業績予想を修正いたしました。 

 詳細は、本日別途開示いたします「平成21年3月期通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。  

  

４．その他 

（１）期中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） 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られる場合は、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ②棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関して

は、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっておりま

す。 

 ③経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。  

 ④固定資産の減価償却費の算定方法  

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

 ⑤法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合は、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。   



 （３）四半期連結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 

①当連結会計年度より「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、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、原価法から原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）に変更しております。これによる損益への影響は軽微であります。 

③第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月

30日改正））を早期に適用し、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て会計処理を引き続き採用しております。 

 これによる総資産及び損益への影響はありません。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 488,553 322,967 

受取手形・完成工事未収入金 4,592,403 8,562,284 

未成工事支出金 3,220,712 1,750,262 

材料貯蔵品 106,009 148,098 

繰延税金資産 189,570 147,216 

その他 385,740 340,823 

貸倒引当金 △9,687 △8,741 

流動資産合計 8,973,302 11,262,911 

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,401,365 1,436,731 

機械・運搬具（純額） 124,575 150,420 

工具器具・備品（純額） 169,826 204,562 

土地 2,030,008 2,030,008 

有形固定資産計 3,725,776 3,821,723 

無形固定資産   

その他 200,321 233,302 

無形固定資産計 200,321 233,302 

投資その他の資産   

投資有価証券 500,790 513,857 

繰延税金資産 1,144,940 1,290,639 

その他 64,577 56,038 

貸倒引当金 △29,366 △10,237 

投資その他の資産計 1,680,942 1,850,297 

固定資産合計 5,607,040 5,905,324 

資産合計 14,580,342 17,168,235 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 2,540,156 3,115,859 

短期借入金 － 1,350,000 

未払法人税等 24,021 217,274 

未成工事受入金 220,455 135,463 

賞与引当金 277,035 273,015 

役員賞与引当金 － 2,300 

完成工事補償引当金 17,956 10,030 

受注損失引当金 28,277 12,854 

その他 269,271 403,525 

流動負債合計 3,377,174 5,520,322 



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

固定負債   

退職給付引当金 2,789,699 2,885,043 

役員退職慰労引当金 87,526 113,211 

その他 3,256 4,192 

固定負債合計 2,880,481 3,002,447 

負債合計 6,257,656 8,522,770 

純資産の部   

株主資本   

資本金 909,750 909,750 

資本剰余金 306,531 306,531 

利益剰余金 7,236,898 7,553,883 

自己株式 △159,276 △158,584 

株主資本合計 8,293,904 8,611,581 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,958 28,958 

評価・換算差額等合計 26,958 28,958 

少数株主持分 1,823 4,925 

純資産合計 8,322,686 8,645,465 

負債純資産合計 14,580,342 17,168,235 



（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

完成工事高 14,316,686 

完成工事原価 13,534,838 

完成工事総利益 781,847 

販売費及び一般管理費 976,153 

営業損失（△） △194,306 

営業外収益  

受取利息 1,834 

受取配当金 7,595 

受取手数料 4,513 

受取保険料 6,085 

その他 2,210 

営業外収益合計 22,239 

営業外費用  

支払利息 2,218 

その他 0 

営業外費用合計 2,218 

経常損失（△） △174,285 

特別利益  

有形固定資産売却益 0 

投資有価証券売却益 39,000 

特別利益合計 39,000 

特別損失  

有形固定資産売却損 234 

有形固定資産除却損 992 

投資有価証券評価損 5,200 

ゴルフ会員権評価損 4,850 

特別損失合計 11,277 

税金等調整前四半期純損失（△） △146,562 

法人税、住民税及び事業税 12,848 

法人税等調整額 1,740 

法人税等合計 14,588 

少数株主損失（△） △3,101 

四半期純損失（△） △158,049 



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

完成工事高 6,988,843 

完成工事原価 6,760,049 

完成工事総利益 228,793 

販売費及び一般管理費 494,185 

営業損失（△） △265,391 

営業外収益  

受取利息 1,682 

受取配当金 1,044 

受取手数料 2,604 

受取保険料 4,990 

その他 1,129 

営業外収益合計 11,450 

営業外費用  

支払利息 207 

その他 0 

営業外費用合計 207 

経常損失（△） △254,148 

特別損失  

有形固定資産売却損 234 

有形固定資産除却損 992 

投資有価証券評価損 5,200 

ゴルフ会員権評価損 4,850 

特別損失合計 11,277 

税金等調整前四半期純損失（△） △265,426 

法人税、住民税及び事業税 △114,232 

法人税等調整額 71,815 

法人税等合計 △42,416 

少数株主損失（△） △1,411 

四半期純損失（△） △221,598 



 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。   

  

（４）セグメント情報  

 ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 通信建設事業の売上高、営業損益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業損益及び全セグメン

ト資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。    

  

 ｂ．所在地別セグメント情報 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 在外子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

  

 ｃ．海外売上高 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 海外売上高がないため、記載しておりません。 

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（要約）中間連結損益計算書 

  

区分 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

金額（千円） 

Ⅰ 完成工事高       15,658,523

Ⅱ 完成工事原価       14,553,889

完成工事総利益       1,104,634

Ⅲ 販売費及び一般管理費       1,022,931

営業利益       81,702

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   2,210      

２．受取配当金  7,173      

３．受取手数料  5,002      

４．保険金収入  9,912      

５．教育訓練等助成金  488      

６．その他  2,324  27,111

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  3,935      

２．棚卸資産処分損  926      

３．その他  30  4,892

経常利益       103,921

Ⅵ 特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  9,101  9,101

Ⅶ 特別損失           

１．ゴルフ会員権評価損  150      

２．有形固定資産除却損  804      

３．有形固定資産売却損  367  1,322

税金等調整前中間純利益       111,700

法人税、住民税及び事業税  61,573      

法人税等調整額  14,528  76,102

少数株主損失       △2,809

中間純利益       38,407
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