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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 30,866 ― 208 ― 410 ― 99 ―
20年3月期第2四半期 30,843 △2.2 405 △35.4 598 △8.5 268 △2.3

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 1.66 1.65
20年3月期第2四半期 4.47 4.44

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 59,372 31,946 50.3 499.36
20年3月期 62,901 32,785 48.7 508.81

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  29,866百万円 20年3月期  30,654百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

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 71,500 △0.5 1,600 △8.0 1,850 △13.0 950 △2.8 15.77

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、２ページの【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、２ページの【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 
 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。 
  また、予想に関する記載は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果とな
る可能性があることをご承知おきください。  

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 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  65,962,988株 20年3月期  65,962,988株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  6,154,349株 20年3月期  5,716,427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  59,920,201株 20年3月期第2四半期  59,934,781株
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当第２四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年９月３０日まで）におけるわが国経済

は、米国に端を発した金融市場の混乱や原油・原材料価格高騰などを背景に企業業績が鈍化するととも

に、設備投資・個人消費の抑制など、景気はやや後退局面で推移いたしました。  

 当社グループの事業に大きく関係する情報通信分野では、ＦＴＴＨを軸としたブロードバンド化の進展

や、移動通信分野での通話品質向上・不感地帯解消・高速化などの推進、固定通信と移動通信を融合させ

たサービスの拡がりなど、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

本格展開への動きが活発化してまいりました。  

 そうした中で、通信事業者間の料金・サービス競争は激しさを増しており、価格・納期・品質のすべて

の面で、当社グループに一層の努力が求められております。  

 当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、当社グループの主力事業である通信建設事業を中心

として積極的受注拡大に取り組んだ結果、受注高は372億6百万円（前年同期比107.7％）、売上高は308億

66百万円（前年同期比100.1％）となりました。その一方で材料費などの売上原価が上昇し、営業利益は2

億8百万円（前年同期比51.5％）、経常利益は4億10百万円（前年同期比68.7％）、四半期純利益は99百万

円（前年同期比37.1％）となりました。（前年同期比につきましては参考として記載しております。）  

 なお、当第２四半期連結累計期間における事業セグメント別の概況は次のとおりであります。  

   

【セグメント別の概況】  

① 通信建設事業  

 家庭向け光ファイバ工事、移動通信関連工事、建物内設備工事などの受注拡大に努め、受注

高・売上高は前年同期に比べて増加いたしました。営業利益は売上原価が上昇したことなどから前年

同期に比べて減少いたしました。 

② 情報サービス事業  

 景気後退に伴なう民間設備投資抑制の影響により、受注高・売上高・営業利益ともに前年同期に比

べて減少いたしました。  

③ 住宅不動産事業  

 受注高は前年同期に比べて増加いたしましたが、販売物件の完成が第3四半期以降に偏重することと

なり、売上高・営業利益ともに前年同期に比べて減少いたしました。  

④ リース他事業  

 半導体製造装置の設置・保守事業の受注が好調で、受注高・売上高は前年同期に比べて増加いたし

ました。営業利益は通信機器製造事業での新規開発商品の特別需要が一巡したことなどから前年同期

に比べて減少いたしました。 

  

【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

日本電話施設㈱(1956) 平成21年３月期 第2四半期決算短信
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(資産) 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金が14億53百万円、第３四半期以降に完成見込み

の工事に対する未成工事支出金が28億79百万円及び住宅不動産事業の仕掛案件が9億88百万円増加しまし

たが、売掛債権の回収が進んだことにより受取手形・完成工事未収入金等が75億10百万円減少した結果、

27億92百万円減少の276億57百万円となりました。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、支店新社屋建築に伴う建設仮勘定が1億14百万円、長期繰延

税金資産が1億89百万円増加しましたが、株価下落等により投資有価証券が8億15百万円減少した結果、7

億37百万円減少の317億14百万円となりました。  

  

(負債) 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、第３四半期以降の繰越工事の増加により未成工事受入金が2

億98百万円増加しましたが、短期借入金が22億3百万円、支払手形・工事未払金等が9億61百万円減少した

結果、41億13百万円減少の127億24百万円となりました。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、退職金の支払い等により退職給付引当金が2億83百万減少し

ましたが、長期借入金が18億90百万円増加した結果、14億23百万円増加の147億1百万円となりました。  

   

(純資産) 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、配当金3億1百万円の支払、自己株式1億70百万円の取得等

により8億39百万円減少の319億46百万円、自己資本比率は50.3％となりました。   

  

 当社グループを取り巻く経営環境は、主力事業である通信建設事業において、第３四半期以降は、ＮＧ

Ｎサービスのエリア拡大や移動通信分野におけるサービス向上の設備投資に期待がもたれるものの、光ア

クセスサービスの需要の伸びの鈍化や、通信事業者間の料金・サービス競争に伴なう受注価格への影響な

どもあって、引き続き厳しい状況が続くものと想定されます。 

 このような経営環境に対し、「受注拡大と収益性向上」を柱に、「効率的事業運営とコスト削減」、

「確実な施工推進」、「ＣＳＲ経営推進」を展開し、グループ全体で利益を創出すべく経営体質の強化に

努めてまいります。  

 連結業績といたしましては、売上高715億円（前期比99.5%）、営業利益16億円（前期比92.0%）、経常

利益18億50百万円（前期比87.0%）、当期純利益9億50百万円（前期比97.2%）を見込んでおります。  

  
  

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

いと認められるため、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. 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

3. 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 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

 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ので、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。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結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連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

日本電話施設㈱(1956) 平成21年３月期 第2四半期決算短信
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1. 「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)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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. 「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（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。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益が15百万円それぞれ減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

(2) 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

日本電話施設㈱(1956) 平成21年３月期 第2四半期決算短信
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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 6,428 4,974 

受取手形・完成工事未収入金等 9,613 17,123 

有価証券 26 36 

未成工事支出金 6,960 4,080 

仕掛品 241 185 

仕掛販売用不動産 1,662 674 

販売用不動産 231 754 

商品 139 148 

材料貯蔵品 808 785 

繰延税金資産 788 859 

その他 782 867 

貸倒引当金 △26 △42 

流動資産合計 27,657 30,449 

固定資産 

有形固定資産 

建物・構築物（純額） 5,083 5,280 

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 3,091 3,197 

リース資産（純額） 2,001 1,976 

土地 8,633 8,640 

建設仮勘定 125 11 

有形固定資産合計 18,934 19,106 

無形固定資産 864 772 

投資その他の資産 

投資有価証券 8,789 9,605 

長期貸付金 240 274 

繰延税金資産 1,774 1,585 

その他 1,202 1,182 

貸倒引当金 △92 △74 

投資その他の資産合計 11,915 12,572 

固定資産合計 31,714 32,452 

資産合計 59,372 62,901 

日本電話施設㈱(1956) 平成21年３月期 第2四半期決算短信
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(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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 4,171 5,132 

短期借入金 4,575 6,779 

未払法人税等 147 365 

未成工事受入金 776 478 

賞与引当金 1,351 1,478 

役員賞与引当金 － 30 

工事損失引当金 110 21 

その他 1,591 2,552 

流動負債合計 12,724 16,838 

固定負債 

長期借入金 8,315 6,425 

退職給付引当金 4,325 4,609 

役員退職慰労引当金 302 326 

その他 1,757 1,916 

固定負債合計 14,701 13,278 

負債合計 27,426 30,116 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,676 5,676 

資本剰余金 4,425 4,425 

利益剰余金 20,874 21,081 

自己株式 △2,059 △1,938 

株主資本合計 28,916 29,244 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 949 1,409 

評価・換算差額等合計 949 1,409 

新株予約権 126 91 

少数株主持分 1,953 2,039 

純資産合計 31,946 32,785 

負債純資産合計 59,372 62,901 

日本電話施設㈱(1956) 平成21年３月期 第2四半期決算短信
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(2) 四半期連結損益計算書

(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) 

売上高 

完成工事高 24,880 

兼業事業売上高 5,985 

売上高合計 30,866 

売上原価 

完成工事原価 22,102 

兼業事業売上原価 5,227 

売上原価合計 27,330 

売上総利益 

完成工事総利益 2,778 

兼業事業総利益 757 

売上総利益合計 3,536 

販売費及び一般管理費 3,327 

営業利益 208 

営業外収益 

受取利息 48 

受取配当金 104 

受取賃貸料 44 

持分法による投資利益 29 

その他 126 

営業外収益合計 352 

営業外費用 

支払利息 85 

支払手数料 41 

その他 24 

営業外費用合計 150 

経常利益 410 

特別利益 

前期損益修正益 4 

固定資産売却益 0 

投資有価証券売却益 6 

貸倒引当金戻入額 20 

その他 1 

特別利益合計 33 

特別損失 

前期損益修正損 8 

固定資産処分損 26 

投資有価証券評価損 70 

その他 5 

特別損失合計 110 

税金等調整前四半期純利益 333 

法人税、住民税及び事業税 116 

法人税等調整額 173 

法人税等合計 289 

少数株主損失（△） △55 

四半期純利益 99 

日本電話施設㈱(1956) 平成21年３月期 第2四半期決算短信
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

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) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、連結損益計算書の売上集計区分を勘案している。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

(1) 通信建設事業………電気通信設備工事、電気設備工事、一般土木工事、その他建設工事全般に関する事業

(2) 情報サービス事業…情報システムの開発、運用、保守及びネットワークのコンサルティングに関する事業

(3) 住宅不動産事業……マンション・戸建分譲販売、ビル管理、不動産賃貸および不動産取引に関する事業 

(4) リース他事業………リース・レンタルに関する事業、半導体製造装置等の設置・保守サービス及び通信機

器・ＯＡ機器の製造・販売・修理他 

３ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」  

「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」に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間から「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)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変

更している。これに伴い、従来の方法に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、通信建設事業は15

百万円、住宅不動産事業は0百万円、リース他事業は0百万円それぞれ減少している。 

  

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） 

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

  

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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

通信建設 
事業 

(百万円)

情報
サービス 
事業 

(百万円)

住宅不動産
事業 

(百万円)

リース他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

24,880 1,846 793 3,345 30,866 ― 30,866

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

11 0 0 877 889 (889) ―

計 24,892 1,846 793 4,223 31,755 (889) 30,866

営業利益 108 24 3 47 183 25 208

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前四半期連結損益計算書 

前第２四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

「参考資料」

（単位：百万円）

科 目

前四半期

(平成20年3月期第2四半期)

金 額

Ⅰ 売上高 30,843

Ⅱ 売上原価 27,038

売上総利益 3,804

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,399

営業利益 405

Ⅳ 営業外収益

受取利息 54

受取配当金 106

受取賃貸料 39

持分法による投資利益 14

その他 66

営業外収益合計 281

Ⅴ 営業外費用

支払利息 78

その他 10

営業外費用合計 88

経常利益 598

Ⅵ 特別利益

前期損益修正益 43

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 36

貸倒引当金戻入益 7

退職給付引当金戻入益 30

その他 3

特別利益合計 121

Ⅶ 特別損失

前期損益修正損 6

固定資産処分損 58

投資有価証券評価損 81

減損損失 8

貸倒損失 26

その他 20

特別損失合計 203

税金等調整前四半期純利益 516

法人税、住民税及び事業税 149

法人税等調整額 62

少数株主利益 35

四半期純利益 268
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