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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 6,441 ― 6 ― 40 ― 73 ―
20年3月期第2四半期 6,971 1.2 106 ― 130 ― 154 ―

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 6.47 ―
20年3月期第2四半期 13.53 ―

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 6,283 3,817 59.9 330.24
20年3月期 8,222 3,823 45.5 328.08

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,765百万円 20年3月期  3,742百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
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 16,000 △8.2 350 △21.0 400 △17.4 310 △18.5 27.18

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、４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、４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．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる本資料の発表日現在における仮定を前提とし
ております。実際の業績等は、経済情勢、市場動向など様々な要因により予想数値と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。  

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  11,467,250株 20年3月期  11,467,250株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  64,070株 20年3月期  59,408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  11,405,761株 20年3月期第2四半期  11,412,924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 

 当第２四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く事業環境は、政府のＩＣＴ（情報通信技術）産業の国際競

争力強化や利活用の促進による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化が引き続き進展し、通信と放送の連携、移動通信と固定通信の融合による家庭向けビジネスが促進され

るなど、サービスの高度化、多様化が加速し、市場構造が急激に変化しているところであります。 

 このような状況の中で当社グループは、光アクセス技術者のマルチスキル・マルチタスク化による施工の効率化

やグループ総人員の削減と人員の適正配置による固定費の圧縮等に取り組んでまいりましたが、光アクセス関連工

事が伸び悩んだこと等により、当第２四半期連結累計期間における経営成績は、受注高は81億91百万円、完成工事

高は64億41百万円、経常利益は40百万円、四半期純利益は73百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 建設事業 

電気通信設備工事 

 光アクセス関連工事が伸び悩んだこと等により、当初想定した受注高を確保できなかったことから、受注高

は74億14百万円、完成工事高は57億34百万円となりました。 

電気設備工事 

 マンション電気工事等の受注は順調に推移しておりますが、ＩＴ関連工事等の受注が第３四半期連結会計期

間以降へずれ込んだことにより、受注高は５億80百万円、完成工事高は５億51百万円となりました。 

上記の結果、建設事業の営業利益は１億93百万円となりました。 

② 情報システム事業 

 ＲＩ・入退管理システム等の受注は順調に推移しておりますが、病院栄養給食管理システム（ニュートリメイ

ト）等の受注が第３四半期連結会計期間以降へずれ込んだことにより、受注高は１億97百万円、完成工事高は１

億56百万円、営業利益は13百万円となりました。 

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、前連結会計年度末と比較して19億38百万円減少し62億83百万円

となりました。主な要因は、前連結会計年度末に完成した工事に対する受取手形・完成工事未収入金等の回収によ

る減少29億29百万円、現金預金の増加３億13百万円及び未成工事支出金の増加６億21百万円であります。 

 負債総額につきましては、前連結会計年度末と比較して19億33百万円減少し24億65百万円となりました。主な要

因は、前連結会計年度末に完成した工事に対する支払手形・工事未払金等の減少４億69百万円及び短期借入金の減

少11億20百万円であります。 

 純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の増加18百万円等により、前連結会計年度末と比較して５百

万円減少し38億17百万円となり、自己資本比率は59.9％となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、４億５百万円となり、前

連結会計年度末に比べ３億13百万円の増加となりました。 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は15億77百万円であります。主な増加要因は売上債権の減少29億29百万円であり、

主な減少要因は未成工事支出金等の増加５億74百万円及び仕入債務の減少４億70百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果減少した資金は75百万円であります。主な要因は固定資産の取得による支出61百万円及び貸付け

による支出18百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は11億89百万円であります。主な要因は短期借入金の減少11億20百万円でありま

す。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績見通しにつきましては、光アクセス関連工事の伸び悩み等により上半期における売上が低調に推移

したことから、当初想定していた売上は確保できず、引き続き効率化施策等を実施してまいりますが、売上高160

億円（前回計画比4.8％減）、営業利益３億50百万円（前回計画比22.2％減）、経常利益４億円（前回計画比

20.0％減）、当期純利益３億10百万円（前回計画比13.9％減）となる見込みであります。 

 なお、平成20年５月13日の決算短信で発表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりでありま

す。 

（通期） 

※上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因

によって予想数値と異なる可能性があります。 

  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 

前回発表予想（Ａ） 16,800 450 500 360 31 55 

今回修正予想（Ｂ） 16,000 350 400 310 27 18 

増減額（Ｂ－Ａ） △800 △100 △100 △50 －   

増減率（％） △4.8 △22.2 △20.0 △13.9 －   

前期実績 17,430 443 484 380 33 32 



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 

 （簡便な会計処理） 

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。 

 また、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ため、前連結会計年度決算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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

材料貯蔵品 

 従来、最終仕入原価法による原価法によっておりましたが、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、最終仕入原価

法による原価法（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）により算定しており

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の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「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））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 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。 



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 405,008 91,337

受取手形・完成工事未収入金等 1,808,868 4,737,933

未成工事支出金 1,290,554 669,196

材料貯蔵品 230,955 277,639

繰延税金資産 12,940 41,234

その他 131,552 51,489

貸倒引当金 △9,305 △40,170

流動資産合計 3,870,575 5,828,660

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 288,771 299,661

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 50,204 56,514

土地 1,575,542 1,575,542

リース資産（純額） 8,359 －

有形固定資産計 1,922,879 1,931,719

無形固定資産   

ソフトウエア 41,615 50,693

ソフトウエア仮勘定 15,328 －

その他 2,116 2,319

無形固定資産計 59,061 53,013

投資その他の資産   

投資有価証券 381,531 362,296

長期貸付金 16,124 11,884

繰延税金資産 1,047 883

その他 175,071 177,553

貸倒引当金 △142,393 △143,783

投資その他の資産計 431,382 408,834

固定資産合計 2,413,322 2,393,566

資産合計 6,283,897 8,222,227



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,120,083 1,589,713

短期借入金 － 1,120,000

未払法人税等 13,428 23,180

未成工事受入金 254,540 307,378

リース債務 1,376 －

賞与引当金 72,747 156,138

役員賞与引当金 4,000 15,000

受注損失引当金 2,000 －

その他 112,123 303,223

流動負債合計 1,580,300 3,514,634

固定負債   

退職給付引当金 787,893 787,931

役員退職慰労引当金 45,907 49,558

長期未払金 1,926 1,575

繰延税金負債 33,330 33,134

負ののれん 9,532 12,147

リース債務 7,008 －

固定負債合計 885,597 884,346

負債合計 2,465,898 4,398,981

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,049,362 1,049,362

資本剰余金 932,637 932,637

利益剰余金 1,868,989 1,863,637

自己株式 △12,859 △11,931

株主資本合計 3,838,130 3,833,706

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △72,298 △90,994

評価・換算差額等合計 △72,298 △90,994

少数株主持分 52,168 80,533

純資産合計 3,817,999 3,823,246

負債純資産合計 6,283,897 8,222,227



（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 6,441,411

完成工事原価 5,960,058

完成工事総利益 481,352

販売費及び一般管理費 475,011

営業利益 6,341

営業外収益  

受取利息 908

受取配当金 3,830

負ののれん償却額 4,697

受取地代家賃 13,056

その他 11,782

営業外収益合計 34,274

営業外費用  

支払利息 354

その他 18

営業外費用合計 373

経常利益 40,242

特別利益  

固定資産売却益 583

貸倒引当金戻入額 32,255

役員退職慰労引当金戻入額 7,113

保険返戻金 6,156

特別利益合計 46,109

特別損失  

固定資産売却損 37

固定資産除却損 3,984

役員退職慰労金 850

特別損失合計 4,872

税金等調整前四半期純利益 81,479

法人税、住民税及び事業税 7,721

法人税等調整額 28,325

法人税等合計 36,046

少数株主損失（△） △28,365

四半期純利益 73,798



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 81,479

減価償却費 35,771

のれん償却額 △2,614

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32,255

賞与引当金の増減額（△は減少） △83,391

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） 2,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,650

有形固定資産売却損益（△は益） △534

有形固定資産除却損 2,504

無形固定資産売却損益（△は益） △12

受取利息及び受取配当金 △4,738

支払利息 354

売上債権の増減額（△は増加） 2,929,065

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △574,673

仕入債務の増減額（△は減少） △470,774

未成工事受入金の増減額（△は減少） △52,837

未払消費税等の増減額（△は減少） △58,460

その他 △161,418

小計 1,594,775

利息及び配当金の受取額 4,738

利息の支払額 △2,016

法人税等の支払額 △19,632

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,577,865

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △13,717

有形固定資産の売却による収入 972

無形固定資産の取得による支出 △48,173

無形固定資産の売却による収入 9

投資有価証券の取得による支出 △540

貸付けによる支出 △18,200

貸付金の回収による収入 4,510

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,139

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 650,000

短期借入金の返済による支出 △1,770,000

自己株式の取得による支出 △928

配当金の支払額 △68,126

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,189,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 313,671

現金及び現金同等物の期首残高 91,337

現金及び現金同等物の四半期末残高 405,008



 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。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔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） 

 全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計に占める建設事業の割合がいずれも90％を超えているた

め、記載を省略しております。 

〔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。 

〔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。 

（６）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 

（１）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（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 完成工事高   6,971,509 100.0 

Ⅱ 完成工事原価   6,355,091 91.2 

完成工事総利益   616,417 8.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   509,750 7.3 

営業利益   106,666 1.5 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 445     

２．受取配当金 3,577     

３．受取生涯能力開発給付金 2,146     

４．負ののれん償却額 4,697     

５．その他 15,218 26,085 0.4 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 654     

２．貸倒引当金繰入額 1,773     

３．その他 216 2,644 0.0 

経常利益   130,107 1.9 

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入額 6,464     

２．確定拠出型年金移行益 66,566     

３．その他 2,057 75,088 1.1 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損等 598     

２．電話加入権評価損 28,338     

３．その他 332 29,269 0.5 

税金等調整前中間純利益   175,925 2.5 

法人税、住民税及び事業税 16,393 16,393 0.2 

少数株主利益   5,086 0.1 

中間純利益   154,446 2.2 

       



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
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（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 175,925 

減価償却費 37,817 

のれん償却額 △2,614 

貸倒引当金の増減額（減少：△） 12,753 

賞与引当金の増減額（減少：△） △11,317 

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △5,000 

受注工事損失引当金の増減額（減少：△） 8,500 

退職給付引当金の増減額（減少：△） △379,235 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 8,159 

有形固定資産売却損 332 

有形固定資産除却損 598 

電話加入権評価損 28,338 

受取利息及び受取配当金 △4,022 

支払利息 654 

売上債権の増減額（増加：△） 1,925,576 

未成工事支出金等たな卸資産の増減額（増加：△） △925,364 

仕入債務の増減額（減少：△） △587,173 

未成工事受入金の増減額（減少：△） △48,329 

未払消費税等の増減額（減少：△） △24,949 

その他 315,629 

小計 526,281 

利息及び配当金の受取額 4,022 

利息の支払額 △1,148 

法人税等の支払額 △50,835 

営業活動によるキャッシュ・フロー 478,320 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △94,614 

有形固定資産の売却による収入 3,039 

無形固定資産の取得による支出 △1,970 

貸付による支出 △10,300 

貸付金の回収による収入 5,441 

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,403 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入による収入 1,200,000 

短期借入金の返済による支出 △1,450,000 

自己株式の取得による支出 △1,679 

親会社による配当金の支払額 △56,935 

財務活動によるキャッシュ・フロー △308,615 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 71,302 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 135,680 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 206,982 

    



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業………………電気通信設備工事（電気通信線路工事、通信土木工事）及び電気設備工事（電力の

受配電、屋内電気配線、電気設備の設置工事） 

情報システム事業……情報システムの企画、設計、構築、メンテナンス並びにソフトウェアの設計及び開

発・販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（194,520千円）の主なものは、提出会社

本社の管理部門に係る費用であります。 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

 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。 

〔海外売上高〕 

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） 

 海外売上高がないため、記載しておりません。 

  
建設事業 
（千円） 

情報システム
事業（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 6,697,559 273,949 6,971,509 ― 6,971,509 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 6,697,559 273,949 6,971,509 ― 6,971,509 

営業費用 6,433,511 236,810 6,670,321 194,520 6,864,842 

営業利益 264,048 37,139 301,187 (194,520) 106,666 
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