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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

21年3月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。  

(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3四半期 47,173 ― 409 ― 683 ― △197 ―

20年3月期第3四半期 47,993 1.5 870 △12.6 1,206 18.8 488 30.9

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3四半期 △3.29 ―

20年3月期第3四半期 8.16 8.10

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3四半期 58,076 31,199 50.2 487.34
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3四半期  29,145百万円 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  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 71,500 △0.5 1,200 △31.0 1,500 △29.4 450 △53.9 7.47

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 
 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3四半期  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3四半期  6,158,754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3四半期  59,886,572株 20年3月期第3四半期  59,855,607株
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 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）におけるわが国経済は、米

国に端を発した世界的な金融経済危機により、株価下落や円高が進行し、雇用情勢の悪化、設備投資減

少、個人消費の落ち込み等、景気は後退局面に移行しました。 

 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や移動通信関連設備などのインフラ

整備が進展する一方で、受注競争から価格面で厳しい環境が継続しております。 

 このような中で、当第３四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

信建設事業を中心に積極的に受注拡大に取り組んだ結果、受注高は581億73百万円（前年同期比

111.0％）、売上高は471億73百万円（前年同期比98.3％）となりました。その一方で、販管費の削減に努

めましたが売上原価の上昇もあり営業利益は4億9百万円（前年同期比47.0％）、経常利益は6億83百万円

（前年同期比56.7％）となりました。また、投資有価証券の評価損や税効果会計の影響もあって1億97百

万円（前年同期比－％）の四半期純損失となりました。 

（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３四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、建物内設備工事等の受注拡大に努めた結果、受注高

は前年同期に比べ増加しましたが、完成工事が第４四半期以降に偏重すること及び材料価格等売上原

価の上昇により売上高、営業利益とも前年同期に比べて減少しました。 

  

② 情報サービス事業 

 景気後退に伴なう民間設備投資の抑制の影響を受け、受注高・売上高・営業利益とも前年同期に比

べて減少しました。 

  

③ 住宅不動産事業 

 不動産市況の高騰と今後の不透明さもあり、一昨年来、事業用地の取得を抑制した影響により、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・保守事業への人材派遣事業等が堅調に推移し、受注高・売上高は前年同期

に比べて増加いたしましたが、通信機器製造事業での在庫調整による原価上昇の影響を受け、営業利

益は前年同期に比べて減少しました。 

  

  

【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
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（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、第４四半期以降に完成が見込まれる工事に対する未成工事支

出金が40億4百万円、住宅不動産事業の仕掛販売用不動産が8億51百万円増加しましたが、これらをほぼ手

許資金で賄ったことにより現金預金が12億8百万円減少、及び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64億51百万減少した結果、38億85百万円減少の265億64百万円となりました。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、リース資産が1億54百万円、繰延税金資産が1億68百万円増加

しましたが、株価下落等により投資有価証券が9億84百万円、機械装置等が減価償却により3億74百万円減

少した結果、9億40百万円減少の315億11百万円となりました。 

   

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、第４四半期以降の繰越工事の増加により未成工事受入金が5

億53百万円増加しましたが、短期借入金が20億10百万円、支払手形・工事未払金等が11億23百万円、賞与

引当金が7億25百万円減少した結果、41億5百万円減少の127億33百万円となりました。 

 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3億51百万円減少

しましたが、長期借入金が14億38百万円増加した結果、8億65百万円増加の141億43百万円となりました。

  

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、配当金6億1百万円の支払、自己株式1億73百万円の取得、

その他有価証券評価差額金5億83百万円の減少もあり、15億85百万円減少の311億99百万円、自己資本比率

は50.2%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４四半期以降も、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するものの、光アクセス

サービスの需要の伸びの鈍化や、景気後退に伴う受注面への影響も懸念され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

努めてまいりますが、材料価格の高騰をはじめとする諸要因もあり、平成21年3月期連結予測を修正いた

しました。詳細につきましては、本日別途公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

  
  

1. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四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. 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、直前の基準日である

第２四半期連結会計期間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。 

3. 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。 

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
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4. 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に著しい変化が

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・プランニングに経営

環境等の著しい変化による影響を加味したものを使用しております。 

  

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３四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37百万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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,766 4,974

受取手形・完成工事未収入金等 10,672 17,123

有価証券 41 36

未成工事支出金 8,084 4,080

仕掛品 245 185

仕掛販売用不動産 1,526 674

販売用不動産 191 754

商品 131 148

材料貯蔵品 712 785

繰延税金資産 613 859

その他 602 867

貸倒引当金 △25 △42

流動資産合計 26,564 30,449

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 5,264 5,280

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 2,823 3,197

リース資産（純額） 2,131 1,976

土地 8,633 8,640

建設仮勘定 0 11

有形固定資産計 18,853 19,106

無形固定資産 936 772

投資その他の資産   

投資有価証券 8,620 9,605

長期貸付金 234 274

繰延税金資産 1,754 1,585

その他 1,205 1,182

貸倒引当金 △93 △74

投資その他の資産計 11,721 12,572

固定資産合計 31,511 32,452

資産合計 58,076 62,901
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,009 5,132

短期借入金 4,768 6,779

未払法人税等 129 365

未成工事受入金 1,032 478

賞与引当金 752 1,478

役員賞与引当金 － 30

工事損失引当金 92 21

その他 1,949 2,552

流動負債合計 12,733 16,838

固定負債   

長期借入金 7,864 6,425

退職給付引当金 4,257 4,609

役員退職慰労引当金 316 326

その他 1,705 1,916

固定負債合計 14,143 13,278

負債合計 26,876 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 20,277 21,081

自己株式 △2,060 △1,938

株主資本合計 28,318 29,244

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 826 1,409

評価・換算差額等合計 826 1,409

新株予約権 126 91

少数株主持分 1,927 2,039

純資産合計 31,199 32,785

負債純資産合計 58,076 62,901
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(2)(四半期連結損益計算書) 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
 (自 平成20年４月１日 
   至 平成20年12月31日) 

売上高  

完成工事高 37,918

兼業事業売上高 9,255

売上高合計 47,173

売上原価  

完成工事原価 33,664

兼業事業売上原価 8,173

売上原価合計 41,837

売上総利益  

完成工事総利益 4,253

兼業事業総利益 1,081

売上総利益合計 5,335

販売費及び一般管理費 4,926

営業利益 409

営業外収益  

受取利息 56

受取配当金 170

受取賃貸料 61

持分法による投資利益 46

その他 154

営業外収益合計 489

営業外費用  

支払利息 128

支払手数料 42

その他 43

営業外費用合計 214

経常利益 683

特別利益  

前期損益修正益 4

固定資産売却益 1

投資有価証券売却益 6

貸倒引当金戻入額 23

その他 1

特別利益合計 38

特別損失  

前期損益修正損 8

固定資産処分損 35

投資有価証券評価損 279

その他 5

特別損失合計 327

税金等調整前四半期純利益 394

法人税、住民税及び事業税 260

法人税等調整額 412

法人税等合計 672

少数株主損失（△） △80

四半期純損失（△） △197
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間の営業利益は、通信建設事業は11

百万円、住宅不動産事業は0百万円、リース他事業は25百万円それぞれ減少している。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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

37,918 2,859 1,283 5,112 47,173 ― 47,173

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

18 0 0 1,288 1,307 (1,307) ―

計 37,936 2,859 1,284 6,400 48,480 (1,307) 47,173

営業利益又は営業損失(△) 288 66 16 △ 1 369 39 409

【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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

「参考資料」

（単位：百万円）

科 目

前四半期

(平成20年3月期第3四半期)

金 額

Ⅰ 売上高 47,993

Ⅱ 売上原価 42,085

売上総利益 5,907

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,037

営業利益 870

Ⅳ 営業外収益

受取利息 66

受取配当金 178

受取賃貸料 44

その他 187

営業外収益合計 476

Ⅴ 営業外費用

支払利息 126

その他 14

営業外費用合計 140

経常利益 1,206

Ⅵ 特別利益

前期損益修正益 51

投資有価証券売却益 36

その他 50

特別利益合計 138

Ⅶ 特別損失

前期損益修正損 7

固定資産処分損 64

投資有価証券評価損 176

減損損失 8

その他 50

特別損失合計 307

税金等調整前四半期純利益 1,036

法人税、住民税及び事業税 475

法人税等調整額 36

少数株主利益 35

四半期純利益 488
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