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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） 

 

(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 17,506 ― 179 ― 259 ― 104 ―

20年3月期第3四半期 18,347 ― 440 ― 506 ― 297 ―

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 7.92 ―

20年3月期第3四半期 22.15 ―

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 15,445 8,071 52.2 614.45
20年3月期 15,602 8,305 53.2 623.19

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  8,062百万円 20年3月期  8,305百万円

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 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 26,300 △0.7 360 △45.5 470 △36.2 200 △50.7 15.10

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．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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 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  13,428,000株 20年3月期  13,428,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  307,317株 20年3月期  100,791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  13,238,348株 20年3月期第3四半期  13,412,959株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年９月の米国のリーマンショックを契機として

急激な株安・円高等が進行、企業の設備投資や個人消費が大幅に減少する等「百年に一度」といわれる

景況感の悪化となってまいりました。  

 当社グループの主な事業領域であります情報通信分野におきましては、ＮＧＮ（次世代ネットワー

ク）の商用サービスが開始され、基盤整備やシステム構築に向けての取組が加速しております。また、

ＦＴＴＨをはじめとするブロードバンド化の進展が加速しており、通信事業者間での激しい競争が繰り

広げられております。  

 このような状況のなか、当社グループは当期目標を達成すべく役職員一丸となり、受注の拡大や売上

の確保に努めてまいりました。  

 その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、受注高は195億13百万円（前年同期比4.2％

減）、売上高は175億６百万円（前年同期比4.6％減）となりました。  

 一方利益面につきましては、一部連結子会社において取引先からの受注減少等により、急激に業績が

悪化したことにより「営業利益」は１億79百万円、「経常利益」は２億59百万円となり、当該連結子会

社の「のれん」96百万円を全額特別損失として計上したため、「四半期純利益」は１億４百万円となり

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 

情報通信事業 

ＬＡＮ・ＷＡＮなどのネットワークの構築とＣＡＴＶの設計・施工を中心とした事業及び土木等

の事業でありますが、受注高は101億55百万円（前年同期比4.5％増）、売上高は95億12百万円（前

年同期比23.5％増）となりました。  

電気通信事業 

光化・ＩＰ化の流れがここ数年加速してまいりましたが、Ｂフレッツ等宅内配線の需要は拡大し

たものの、アクセス設備需要が減少しており、受注高は68億85百万円（前年同期比4.9％増）、売

上高は57億49百万円（前年同期比10.0％減）となりました。 

②情報システム事業 

ソフトウェア開発およびコンピュータ、パソコン、携帯電話、情報通信機器販売の事業であります

が、情報通信機器の販売が市場の影響を受け、受注高は24億72百万円（前年同期比39.5％減）、売上

高は22億44百万円（前年同期比47.3％減）となりました。 

【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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当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は154億45百万円で前連結会計年度末比１億57百

万円の減少となりました。これは流動資産においては96億34百万円と、前連結会計年度末比80百万円減

少し、固定資産が58億10百万円と、前連結会計年度末比76百万円減少したことによります。  

 流動資産の減少の主な要因は、「未成工事支出金」が前連結会計年度末比12億６百万円増加し、「受

取手形・完成工事未収入金等」が前連結会計年度末比13億42百万円減少したこと等であります。  

 固定資産の減少の主な要因は、「投資有価証券」が前連結会計年度末比１億80百万円減少したこと等

であります。  

 負債の部は73億73百万円で、前連結会計年度末比76百万円増加しました。内訳は流動負債で前連結会

計年度末比３億14百万円減少し、固定負債で前連結会計年度末比３億91百万円増加しております。  

 流動負債の減少の主な要因は、「支払手形・工事未払金等」が前連結会計年度末比２億99百万円減少

したこと等であります。  

 固定負債の増加の主な要因は、「退職給付引当金」が前連結会計年度末比２億１百万円増加したこと

等であります。  

 純資産は80億71百万円で前連結会計年度末比２億34百万円の減少となりました。主な要因としまして

は、「その他有価証券評価差額金」が１億17百万円減少したこと等であります。  

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の53.2％から52.2％に減少いたしました。  

  

通期の連結業績予想につきましては、第３四半期に続き、今後も厳しい経営環境が続くことが予想さ

れます。これらの状況を踏まえ、平成20年11月６日発表の業績予想を修正しております。  

 具体的な内容につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧く

ださい。  

  

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
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  該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しています。  

 棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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。 

  

① 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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り下げの方法）に変更しております。  

 これによる損益に与える影響はありません。  

② リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年

３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準

委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四

半期連結会計期間から適用し、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、残存価額をゼロとして算定

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開始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。  

 これによる損益に与える影響はありません。  

  

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)

(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

(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
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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：千円）

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   

現金及び預金 2,868,126 2,295,160

受取手形・完成工事未収入金等 4,484,702 5,826,931

有価証券 105,307 605,008

未成工事支出金 1,776,509 570,332

商品 55,168 69,548

材料貯蔵品 18,738 20,701

その他 340,831 350,870

貸倒引当金 △15,025 △23,303

流動資産合計 9,634,358 9,715,250

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,214,101 2,226,228

その他（純額） 1,238,907 1,239,901

有形固定資産合計 3,453,008 3,466,130

無形固定資産 94,815 81,784

投資その他の資産   

投資有価証券 1,129,799 1,310,148

その他 1,147,443 1,042,984

貸倒引当金 △14,373 △13,594

投資その他の資産合計 2,262,869 2,339,538

固定資産合計 5,810,693 5,887,453

資産合計 15,445,052 15,602,703

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,188,267 3,487,344

短期借入金 1,650,000 1,650,000

1年内返済予定の長期借入金 － 100,000

未払法人税等 13,464 66,288

賞与引当金 51,641 157,813

完成工事補償引当金 8,300 9,000

その他 760,732 516,514

流動負債合計 5,672,404 5,986,961

固定負債   

長期借入金 150,000 50,000

退職給付引当金 1,078,212 877,177

負ののれん 67,997 6,807

その他 405,288 376,360

固定負債合計 1,701,499 1,310,345

負債合計 7,373,903 7,297,307
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,493,931 1,493,931

資本剰余金 1,428,916 1,428,916

利益剰余金 5,256,192 5,368,757

自己株式 △106,596 △35,967

株主資本合計 8,072,443 8,255,637

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 77,819 195,365

土地再評価差額金 △88,194 △145,606

評価・換算差額等合計 △10,375 49,759

少数株主持分 9,079 －

純資産合計 8,071,148 8,305,396

負債純資産合計 15,445,052 15,602,703
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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 17,506,426

売上原価 15,430,980

売上総利益 2,075,446

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 797,430

賞与引当金繰入額 12,799

退職給付費用 53,711

その他 1,031,993

販売費及び一般管理費合計 1,895,935

営業利益 179,510

営業外収益  

受取利息配当金 43,160

その他 80,928

営業外収益合計 124,088

営業外費用  

支払利息 21,863

不動産賃貸費用 9,658

その他 12,470

営業外費用合計 43,993

経常利益 259,605

特別損失  

減損損失 96,295

特別損失合計 96,295

税金等調整前四半期純利益 163,310

法人税、住民税及び事業税 20,692

法人税等調整額 46,209

法人税等合計 66,902

少数株主損失（△） △8,449

四半期純利益 104,857
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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。 

  

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) 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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(１)前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

 
  

【参考資料】

(単位：百万円)

科   目

前年同四半期

連結累計期間

（自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日）

金   額

 Ⅰ売上高 18,347

 Ⅱ売上原価 16,228

売上総利益 2,118

 Ⅲ販売費及び一般管理費 1,678

営業利益 440

 Ⅳ営業外収益 94

 Ⅴ営業外費用 28

経常利益 506

 税金等調整前四半期純利益 506

 税金費用 208

四半期純利益 297

(２)連結受注高・売上高の内訳

 （単位：百万円）

部  門  別
平成20年３月期 平成21年３月期

比較増減 増減率
第３四半期連結会計期間 第３四半期連結累計期間

受 
  
注 
  
高

情報通信事業 9,714 (47.7%) 10,155 (52.0%) 440 4.5%

電気通信事業 6,566 (32.2%) 6,885 (35.3%) 318 4.9%

建設事業計 16,281 (79.9%) 17,040 (87.3%) 759 4.7%

情報システム事業 4,086 (20.1%) 2,472 (12.7%) △1,613 △39.5%

情報システム事業計 4,086 (20.1%) 2,472 (12.7%) △1,613 △39.5%

合       計 20,367 (100.0%) 19,513 (100.0%) △854 △4.2%

売 
  
上 
  
高

情報通信事業 7,700 (42.0%) 9,512 (54.4%) 1,811 23.5%

電気通信事業 6,386 (34.8%) 5,749 (32.8%) △637 △10.0%

建設事業計 14,087 (76.8%) 15,261 (87.2%) 1,174 8.3%

情報システム事業 4,259 (23.2%) 2,244 (12.8%) △2,015 △47.3%

情報システム事業計 4,259 (23.2%) 2,244 (12.8%) △2,015 △47.3%

合       計 18,347 (100.0%) 17,506 (100.0%) △840 △4.6%

（注）（ ）内のパーセント表示は、構成比率

以  上
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