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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 123,664 ― 6,601 ― 6,963 ― 3,794 ―

20年3月期第2四半期 115,283 △10.0 4,182 △41.1 4,953 △35.7 3,000 △32.3

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

21年3月期第2四半期 35.76 33.13
20年3月期第2四半期 27.28 25.31

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 164,425 97,632 55.4 859.12
20年3月期 176,955 95,573 50.1 836.10

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  91,138百万円 20年3月期  88,720百万円

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 ― 9.00 ― 11.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 20.00

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  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 295,000 2.5 17,200 4.9 18,000 4.6 10,300 △3.6 97.07

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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。 
 （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。  

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  117,812,419株 20年3月期  117,812,419株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  11,728,998株 20年3月期  11,699,546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  106,101,444株 20年3月期第2四半期  109,976,288株



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 

 情報通信分野においては、本格的なユビキタスネット社会の実現に向けて情報通信ネットワークのブロードバ

ンド化・ＩＰ化が引き続き進展するとともにサービスの融合が加速するなど、急速な変化が続いております。主

な取引先でありますＮＴＴグループにおいては、ＮＧＮ（次世代ネットワーク）や光アクセス網、３Ｇ／スーパ

ー３ＧなどのフルＩＰネットワーク基盤を活用したブロードバンド・ユビキタスサービスの創造・本格展開を目

指しており、その他の通信事業者においても積極的な設備投資が続いております。このような事業環境のもと、

当社グループは施工能力の強化や事業領域の拡大を図るとともに、安全品質の向上や間接業務の効率化等を推進

してまいりました。 

 当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、受注高は1,472億２千５百万円、完成工事高は1,236億

６千４百万円となりました。 

 損益面につきましては、完成工事高の増加に加え施工効率化と間接費削減に努めた結果、営業利益66億１百万

円、経常利益69億６千３百万円、四半期純利益は37億９千４百万円となりました。  

事業別の概況は、次のとおりであります。 
  
①エンジニアリングソリューション  

ＮＴＴグループからの受注は、ＮＧＮ本格展開に向けてのネットワーク関連工事および移動通信関連工事が増

加したことから堅調に推移しており、ＮＴＴグループ以外の通信事業者からの受注も、全国営業施工体制を充実

強化したことなどから順調に増加したため、受注高、完成工事高とも前年同期比で増加いたしました。 

②システムソリューション 

通信事業者向けの通信ソフト開発や課金システム構築などは堅調に推移しましたが、システム連携ソリューシ

ョン分野の案件の受注が遅れており、受注高、完成工事高とも前年同期比で減少いたしました。  
  

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の資産合計は、前連結会計年度末と比べ125億２千９百万円減少し、1,644億２千

５百万円となりました。これは主に受取手形・完成工事未収入金の減少によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ145億８千９百万円減少し、667億９千３

百万円となりました。これは主に支払手形・工事未払金の減少によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ20億５千９百万円増加し、976億３千２

百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における業績は順調に推移しておりますので、平成20年５月13日に公表いたしまし

た業績予想に変更はありません。 

  



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 

税金費用の計算 

税金費用については、当第２四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。

（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、残存価額を零とする定額法によってお

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。 

 これによる総資産及び損益の影響は軽微であります。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 5,526 6,576

受取手形・完成工事未収入金 44,001 80,931

有価証券 21,400 8,902

未成工事支出金等 32,034 18,886

その他 7,712 6,705

貸倒引当金 △150 △268

流動資産合計 110,526 121,733

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 11,847 12,252

土地 23,432 23,117

その他（純額） 1,972 1,939

有形固定資産計 37,252 37,309

無形固定資産 3,438 3,510

投資その他の資産   

その他 15,296 16,264

貸倒引当金 △2,088 △1,862

投資その他の資産計 13,207 14,401

固定資産合計 53,899 55,221

資産合計 164,425 176,955

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 21,386 33,455

短期借入金 1,070 1,410

未払法人税等 3,326 3,015

未成工事受入金 6,593 4,392

引当金 1,195 1,055

その他 10,051 13,261

流動負債合計 43,623 56,589

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 15,000 15,000

退職給付引当金 5,603 5,820

その他の引当金 935 1,049

負ののれん 320 403

その他 1,309 2,519

固定負債合計 23,169 24,792

負債合計 66,793 81,382



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,888 6,888

資本剰余金 5,957 5,953

利益剰余金 86,650 84,023

自己株式 △8,471 △8,438

株主資本合計 91,024 88,427

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 113 293

評価・換算差額等合計 113 293

新株予約権 129 77

少数株主持分 6,364 6,774

純資産合計 97,632 95,573

負債純資産合計 164,425 176,955



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 123,664

完成工事原価 107,776

完成工事総利益 15,888

販売費及び一般管理費 9,287

営業利益 6,601

営業外収益  

受取利息 112

受取配当金 118

負ののれん償却額 136

その他 415

営業外収益合計 783

営業外費用  

支払利息 8

貸倒引当金繰入額 85

為替差損 92

その他 235

営業外費用合計 421

経常利益 6,963

特別利益  

投資有価証券売却益 151

特別利益合計 151

特別損失  

減損損失 100

特別損失合計 100

税金等調整前四半期純利益 7,013

法人税等 3,446

少数株主損失（△） △226

四半期純利益 3,794



 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）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 

中間連結損益計算書 

 
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） 

区分 金額（百万円） 百分比
（％） 

Ⅰ 完成工事高   115,283 100.0

Ⅱ 完成工事原価   101,422 88.0

完成工事総利益   13,860 12.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   9,677 8.4

営業利益   4,182 3.6

Ⅳ 営業外収益      

受取利息 86    

受取配当金 106    

貸倒引当金戻入益 254    

負ののれん償却額 206    

その他 270 923 0.8

Ⅴ 営業外費用      

支払利息 6    

為替差損 22    

投資有価証券評価損 21    

投資損失引当金繰入額 26    

電話加入権評価損 28    

その他 48 153 0.1

経常利益   4,953 4.3

税金等調整前 

中間純利益 
  4,953 4.3

法人税等   1,847 1.6

少数株主利益   105 0.1

中間純利益   3,000 2.6
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