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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 288,017 0.1 18,871 15.1 19,489 13.3 9,388 △12.1

20年3月期 287,744 △5.2 16,400 △19.8 17,203 △18.5 10,685 △3.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 88.50 81.98 10.2 10.9 6.6
20年3月期 98.42 91.28 12.3 9.5 5.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 179,555 101,878 53.3 903.15
20年3月期 176,955 95,573 50.1 836.10

（参考） 自己資本   21年3月期  95,788百万円 20年3月期  88,720百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 17,434 △4,057 △2,531 26,261
20年3月期 △1,583 △5,690 △5,051 15,431

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 9.00 ― 11.00 20.00 2,158 20.3 2.5
21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 2,121 22.6 2.3

22年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

117,500 △5.0 5,000 △24.3 5,300 △23.9 3,000 △20.9 28.29

通期 284,000 △1.4 16,400 △13.1 16,900 △13.3 9,700 3.3 91.46
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、12ページ「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、13ページ「（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、14ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  11,752,170株 20年3月期  11,699,546株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 231,671 3.5 14,493 28.0 14,632 26.2 7,109 0.3
20年3月期 223,932 △6.2 11,319 △20.1 11,597 △18.5 7,085 △0.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 67.01 62.08
20年3月期 65.26 60.52

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 149,393 74,327 49.6 699.09
20年3月期 143,973 69,508 48.2 654.31

（参考） 自己資本 21年3月期  74,145百万円 20年3月期  69,430百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 

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

第2四半期 
累計期間

93,500 △5.5 3,500 △29.5 3,700 △29.5 2,200 △25.2 20.74

通期 228,500 △1.4 12,300 △15.1 12,800 △12.5 7,600 6.9 71.66
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１．経営成績 

（１） 経営成績に関する分析 

(当期の経営成績) 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融・経済危機の中

で、輸出産業を中心とする製造業の急激な業績悪化や、株式・不動産市況の大幅な下落、個人消費の冷え込みなどが

見られ、景気が急速に後退しました。 

 情報通信分野におきましては、「活力あるユビキタスネットワーク社会の実現」に向けて、ＩＣＴ産業の国際競争

力の強化や通信・放送分野での規制緩和などの政府による改革が戦略的に推し進められており、情報通信サービスの

ブロードバンド化・ユビキタス化が引き続き進展するとともに、固定と移動、通信と放送の融合が加速しておりま

す。また、地域経済活性化に向けた自治体による情報通信基盤の整備も着実な拡がりを見せております。固定通信分

野では、アクセス網の光化が進展し、既存固定電話から光ＩＰ電話への移行が本格化しており、ＮＴＴグループにお

いては高品質・高セキュリティを担保した次世代ネットワーク（ＮＧＮ）の構築が進められております。また、移動

通信分野では、サービスの多様化・高度化に向けたＨＳＰＡ・ＷｉＭＡＸ等の高速無線通信網の構築が進められてお

ります。しかしながら一方では景気後退により企業のＩＴ投資は減速しております。 

  このような事業環境のもと、当社グループは「地歩を固め“新たな飛躍への挑戦”」をスローガンに、経営基盤強

化による一層の企業価値増大を目指してまいりました。エンジニアリングソリューション事業においては、積極的な

営業活動・全国営業施工体制の強化による業容拡大、企画・設計及び運用・保守などの施工の上流下流への事業領域

拡大、施工現場のリアルタイム・マネジメントなどの効率化を図ってまいりました。システムソリューション事業に

おいては、付加価値・競争優位性のある領域に経営資源を集中し、業容拡大・新規顧客開拓に努めてまいりました。

また、前連結会計年度に更改した社内システムの活用による業務の効率化、グループ内での不動産の共同利用・人的

交流・人材育成支援などによるシナジー効果の発揮、及びモニタリング制度による利益管理の徹底に努めてまいりま

した。 

 この結果、当連結会計年度の業績につきましては、受注高は2,862億３千３百万円（前期比96.1％）、完成工事高は

2,880億１千７百万円（前期比100.1％）となりました。損益面につきましては、営業利益は188億７千１百万円（前期

比115.1％）、経常利益は194億８千９百万円（前期比113.3％）となりましたが、投資有価証券評価損を特別損失とし

て計上したこと等により、当期純利益は93億８千８百万円（前期比87.9％）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グループを始めとする通信事業者からの受注はＮＧＮ関連のネットワーク工事及び移動通信工事など堅調に

推移しましたが、環境・社会インフラ関連工事の減少により、受注高は減少しました。完成工事高は、前連結会計年

度からの繰越工事及び当連結会計年度受注工事が順調に完成したことにより、増加しました。 

② システムソリューション 

通信事業者向けなどの受託ソフト開発は堅調に推移しましたが、昨今の景気後退の影響により企業のＩＴ投資が減

少したため、受注高、完成工事高とも減少しました。 

(次期以降の見通し) 

  情報通信分野におきましては、ユビキタスネットワーク社会の形成に向け、引き続きブロードバンドサービスの拡

大が進展するとともに、固定と移動、通信と放送の融合や、情報家電・ＳａａＳ・クラウドコンピューティング等イ

ンターネットを活用した新たな通信サービスの拡大、通信技術の多様化・高度化が想定されます。また、ＮＴＴグル

ープによるＮＧＮの本格展開や、光アクセス網の整備、移動通信の３Ｇから３.９Ｇ（ＬＴＥ）への進展に代表される

ように、様々な通信事業者による多彩なブロードバンド・ユビキタスサービスの展開により、安定した設備投資の継

続が見込まれます。一方、企業のＩＴ投資は、景気後退の影響により、引き続き低水準での推移が懸念されます。 

このような事業環境のもと、当社グループは「エクシオグループトータルの経営強化による成長基盤の確立」を目

指し、「安全・品質・コスト・納期」の改革・改善、「協力する企業文化」創造のためのコネクションカルチャーの

浸透、各種施策のスピードアップによる成果の定着化に取り組んでまいります。 

情報通信サービスの多様化・高度化に対応する技術者育成・確保を図るとともに、安全確保・品質向上による顧客

満足度の向上、全国営業施工体制の強化、施工の上流下流への事業領域拡大など、業容拡大へ向けた取組みを推進し

てまいります。また、グループ経営の強化、グループ内での不動産の共同利用、人材リソースの効率的活用など、さ

らなる利益体質の作り込みに取り組んでまいります。 

第56期（平成22年３月期）の連結業績につきましては、受注高は2,845億円（前期比99％）、完成工事高は2,840億

円（前期比99％）、営業利益は164億円（前期比87％）、経常利益169億円（前期比87％）、当期純利益は97億円（前

期比103％）を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 資産は、前連結会計年度末と比較して26億円増加し、1,795億５千５百万円（前年同期比101.5％）となりまし

た。資産の主な増加要因は、有価証券の増加110億９千８百万円であり、主な減少要因は、受取手形・完成工事未

収入金の減少88億３百万円であります。 

 負債は、前連結会計年度末と比較して37億５百万円減少し、776億７千７百万円（前年同期比95.4％）となりま

した。負債の主な減少要因は、支払手形・工事未払金の減少47億２千５百万円であり、主な増加要因は、未払法人

税等の増加21億４百万円であります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して63億５百万円増加し、1,018億７千８百万円（前年同期比106.6％）とな

りました。純資産の主な増加要因は、利益剰余金の増加71億６千万円であります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ108億２千

９百万円増加し、262億６千１百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況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） 

営業活動のキャッシュ・フローは全体で174億３千４百万円の増加となりました。資金の主な増加要因は、税金

等調整前当期純利益167億５千９百万円、売上債権の減少88億３百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少

47億２千５百万円、法人税等の支払額45億５百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動のキャッシュ・フローは全体で40億５千７百万円の減少となりました。資金の主な減少要因は、有形固

定資産の取得による支出30億２千２百万円、無形固定資産の取得による支出10億１千８百万円であり、主な増加要

因は、投資有価証券の売却による収入５億５千万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動のキャッシュ・フローは全体で25億３千１百万円の減少となりました。資金の主な減少要因は、配当金

の支払額22億２千８百万円であります。 

（参考）キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。なお、無利息の転換社債型新株予約権付社債についても対象としております。また、利払いにつ

いては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

４．平成20年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきまして

は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 
平成17年
３月期 

平成18年
３月期 

平成19年
３月期 

平成20年 
３月期 

平成21年
３月期 

自己資本比率（％） 43.5 46.5 45.3 50.1 53.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 60.3 103.2 76.1 46.1 47.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 4.0 0.8 1.1 － 1.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 11.1 34.4 250.4 － 949.8 
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（３） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、業績並びに今後の事業環境等を勘案しながら財務体質の強化、事業拡大のための投資、

自己株式の取得等を弾力的に考慮しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。 

上記の方針に基づき、当期の配当につきましては、１株につき期末配当を10円とし、中間配当10円とあわせ、年間

20円を予定しております。 

 次期の配当につきましては、１株につき当期と同額の年間20円（中間配当10円、期末配当10円）を予定しておりま

す。 

２．企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書（平成20年６月23日提出）における「事業の系統図」から重要な変更がないため開示を省略し

ております。 

３．経営方針 

   平成19年３月期決算短信（平成19年５月11日開示）の内容から重要な変更がないため、記載を省略しております。

なお、当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。  

     （当社ホームページ） 

http://www.exeo.co.jp/investor/index.html  

   （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 6,576 6,317

受取手形・完成工事未収入金 80,931 72,127

有価証券 8,902 20,001

未成工事支出金等 18,886 21,097

繰延税金資産 4,202 4,227

その他 2,502 2,748

貸倒引当金 △268 △202

流動資産合計 121,733 126,317

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 26,332 －

減価償却累計額 △14,080 －

建物・構築物（純額） 12,252 12,239

機械、運搬具及び工具器具備品 10,067 －

減価償却累計額 △8,163 －

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,904 1,472

土地 23,117 23,333

建設仮勘定 35 －

その他 － 1,092

有形固定資産計 37,309 38,138

無形固定資産 3,510 3,244

投資その他の資産   

投資有価証券 7,106 5,440

長期貸付金 1,854 1,266

繰延税金資産 1,518 701

その他 5,783 7,115

貸倒引当金 △1,862 △2,670

投資その他の資産計 14,401 11,854

固定資産合計 55,221 53,238

資産合計 176,955 179,555
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 33,455 28,729

短期借入金 1,410 －

未払費用 8,588 9,057

未払法人税等 3,015 5,120

未成工事受入金 4,392 5,087

賞与引当金 489 449

役員賞与引当金 180 193

完成工事補償引当金 276 369

工事損失引当金 107 214

その他 4,672 5,041

流動負債合計 56,589 54,263

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 5,820 5,515

役員退職慰労引当金 699 736

投資損失引当金 349 283

繰延税金負債 313 723

負ののれん 403 204

その他 2,205 949

固定負債合計 24,792 23,413

負債合計 81,382 77,677

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,888 6,888

資本剰余金 5,953 5,959

利益剰余金 84,023 91,184

自己株式 △8,438 △8,494

株主資本合計 88,427 95,537

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 293 250

評価・換算差額等合計 293 250

新株予約権 77 181

少数株主持分 6,774 5,908

純資産合計 95,573 101,878

負債純資産合計 176,955 179,555
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

完成工事高 287,744 288,017

完成工事原価 251,446 251,056

完成工事総利益 36,298 36,960

販売費及び一般管理費 19,897 18,088

営業利益 16,400 18,871

営業外収益   

受取利息 204 266

受取配当金 123 173

貸倒引当金戻入額 213 －

負ののれん償却額 367 266

その他 618 525

営業外収益合計 1,526 1,232

営業外費用   

支払利息 19 18

貸倒損失 99 103

為替差損 288 262

固定資産除却損 103 －

投資有価証券評価損 75 －

その他 138 231

営業外費用合計 724 615

経常利益 17,203 19,489

特別利益   

固定資産売却益 － 126

投資有価証券売却益 － 151

長期滞留債権貸倒引当金戻入額 171 －

特別利益合計 171 277

特別損失   

減損損失 － 166

固定資産除却損 － 175

貸倒引当金繰入額 － 909

投資有価証券評価損 － 1,754

特別損失合計 － 3,006

税金等調整前当期純利益 17,374 16,759

法人税、住民税及び事業税 4,020 6,849

法人税等調整額 2,299 1,133

法人税等合計 6,319 7,983

少数株主利益又は少数株主損失（△） 369 △612

当期純利益 10,685 9,388
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,888 6,888

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,888 6,888

資本剰余金   

前期末残高 5,866 5,953

当期変動額   

自己株式の処分 87 5

当期変動額合計 87 5

当期末残高 5,953 5,959

利益剰余金   

前期末残高 75,537 84,023

当期変動額   

剰余金の配当 △2,199 △2,228

当期純利益 10,685 9,388

当期変動額合計 8,485 7,160

当期末残高 84,023 91,184

自己株式   

前期末残高 △5,354 △8,438

当期変動額   

自己株式の取得 △3,290 △75

自己株式の処分 206 19

当期変動額合計 △3,083 △56

当期末残高 △8,438 △8,494

株主資本合計   

前期末残高 82,937 88,427

当期変動額   

剰余金の配当 △2,199 △2,228

当期純利益 10,685 9,388

自己株式の取得 △3,290 △75

自己株式の処分 293 25

当期変動額合計 5,489 7,110

当期末残高 88,427 95,537
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,541 293

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,248 △42

当期変動額合計 △1,248 △42

当期末残高 293 250

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,541 293

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,248 △42

当期変動額合計 △1,248 △42

当期末残高 293 250

新株予約権   

前期末残高 － 77

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 77 103

当期変動額合計 77 103

当期末残高 77 181

少数株主持分   

前期末残高 6,657 6,774

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 117 △866

当期変動額合計 117 △866

当期末残高 6,774 5,908

純資産合計   

前期末残高 91,136 95,573

当期変動額   

剰余金の配当 △2,199 △2,228

当期純利益 10,685 9,388

自己株式の取得 △3,290 △75

自己株式の処分 293 25

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,053 △805

当期変動額合計 4,436 6,305

当期末残高 95,573 101,878
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 17,374 16,759

減価償却費 2,632 2,554

減損損失 － 166

のれん償却額 △324 △236

貸倒引当金の増減額（△は減少） △433 741

退職給付引当金の増減額（△は減少） △359 △305

受取利息及び受取配当金 △327 △440

支払利息 19 18

売上債権の増減額（△は増加） △4,138 8,803

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 866 △2,210

その他の資産の増減額（△は増加） △1,448 △1,371

仕入債務の増減額（△は減少） △1,078 △4,725

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,065 695

その他の負債の増減額（△は減少） △5,669 △1,038

その他 539 2,107

小計 6,587 21,518

利息及び配当金の受取額 340 439

利息の支払額 △20 △18

法人税等の支払額 △8,491 △4,505

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,583 17,434

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 △2,713 △3,022

有形固定資産の売却による収入 18 282

無形固定資産の取得による支出 △2,036 △1,018

投資有価証券の取得による支出 △701 △683

投資有価証券の売却による収入 298 550

貸付けによる支出 △1,496 △429

貸付金の回収による収入 1,186 337

その他 △246 △72

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,690 △4,057

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 242 △170

長期借入金の返済による支出 △8 △30

長期借入れによる収入 － 55

自己株式の取得による支出 △3,290 －

自己株式の売却による収入 293 －

配当金の支払額 △2,197 △2,228

少数株主への配当金の支払額 △91 △95

その他 － △63

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,051 △2,531

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,345 10,829

現金及び現金同等物の期首残高 27,776 15,431

現金及び現金同等物の期末残高 15,431 26,261
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（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成20年６月23日提出）における記載から重要な変更がないため開示
を省略しております。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

会計処理基準に関する事項     

（1）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

① たな卸資産 

未成工事支出金 

原価法（個別法） 

  

材料貯蔵品 

原価法（主として移動平均法） 

 (会計方針の変更） 

当社は、在庫管理の強化策として新

たな在庫管理システムを導入したこ

とにより、材料貯蔵品の評価方法を

先入先出法による原価法から、移動

平均法による原価法に変更しており

ます。 

これによる損益への影響は軽微であ

ります。 

① たな卸資産 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

  

材料貯蔵品 

主として移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定） 

 (会計方針の変更） 

当連結会計年度より「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日公表

分）を適用しております。 

これによる損益への影響は軽微であ

ります。 

（2）重要な減価償却資産

の減価償却方法 

────── ① リース資産 

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。 

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。 
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

 （セグメント情報） 

 ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める電気通信・電気設

備業等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。 

 ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３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。 

 ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

─────── （リース取引に関する会計基準） 

当連結会計年度より「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。  

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。 

これによる総資産及び損益の影響は軽微でありま

す。 
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 （１株当たり情報） 

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （重要な後発事象） 

 （開示の省略） 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、企業結合等、関連

当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省

略しております。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 836.10円 

１株当たり当期純利益  98.42円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 91.28円 

１株当たり純資産額 903.15円 

１株当たり当期純利益 88.50円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 81.98円 

 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益     

当期純利益          10,685百万円     9,388百万円 

普通株主に帰属しない金額          －          － 

普通株式に係る当期純利益             10,685百万円 9,388百万円 

期中平均株式数              108,572千株              106,087千株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額  0百万円   0百万円 

（うち事務手数料(税額相当額控除後））  0百万円   0百万円 

普通株式増加数        8,496千株             8,441千株 

（うち転換社債型新株予約権付社債） (8,441千株) (8,441千株) 

（うち新株予約権） (54千株) (－千株) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

平成19年６月25日定時株主総会決

議第３-Ａ回新株予約権（206千

株）及び平成19年６月25日定時株

主総会決議第３-Ｂ回新株予約権 

（484千株） 

平成17年６月28日定時株主総会決

議第２回新株予約権（384千株）、

平成19年６月25日定時株主総会決

議第３-Ａ回新株予約権（206千

株）、平成19年６月25日定時株主

総会決議第３-Ｂ回新株予約権

（484千株） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── 株式交換による株式会社カナックの完全子会社化について 

 当社及び当社の連結子会社である株式会社カナックは、

平成21年５月12日開催の両社取締役会において、当社を完

全親会社とし、株式会社カナックを完全子会社とする株式

交換を行うことを決議し、株式交換契約を締結いたしまし

た。 

 なお、詳細は平成21年５月12日付け当社公表の「株式会

社協和エクシオによる株式会社カナックの株式交換による

完全子会社化に関する契約締結のお知らせ」をご参照くだ

さい。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 5,224 4,856

受取手形 514 285

完成工事未収入金 63,824 58,585

有価証券 8,902 20,001

未成工事支出金 12,916 14,394

材料貯蔵品 19 141

短期貸付金 2,726 2,786

前払費用 243 265

繰延税金資産 3,142 3,109

その他 903 850

貸倒引当金 △226 △173

流動資産合計 98,191 105,102

固定資産   

有形固定資産   

建物 16,556 －

減価償却累計額 △8,146 －

建物（純額） 8,409 8,650

構築物 1,690 －

減価償却累計額 △1,195 －

構築物（純額） 495 477

機械及び装置 813 －

減価償却累計額 △623 －

機械及び装置（純額） 189 131

車両運搬具 44 －

減価償却累計額 △32 －

車両運搬具（純額） 11 15

工具器具・備品 4,323 －

減価償却累計額 △3,265 －

工具器具・備品（純額） 1,057 844

土地 15,089 15,314

リース資産   

リース資産（純額） － 61

建設仮勘定 35 991

有形固定資産計 25,288 26,486

無形固定資産   

ソフトウエア 2,873 2,661

その他 264 210

無形固定資産計 3,138 2,871
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,538 3,360

関係会社株式 6,872 6,771

長期貸付金 0 －

関係会社長期貸付金 2,585 2,180

破産債権、更生債権等 489 484

長期前払費用 238 212

前払年金費用 2,009 2,526

繰延税金資産 789 365

その他 2,005 1,999

投資損失引当金 － △720

貸倒引当金 △2,174 △2,247

投資その他の資産計 17,355 14,932

固定資産合計 45,781 44,290

資産合計 143,973 149,393

負債の部   

流動負債   

支払手形 322 108

工事未払金 32,781 28,909

リース債務 － 15

未払金 2,796 1,728

未払費用 5,983 6,322

未払法人税等 2,117 3,836

未成工事受入金 3,122 4,114

預り金 9,746 13,140

役員賞与引当金 101 118

完成工事補償引当金 267 354

工事損失引当金 89 151

その他 259 589

流動負債合計 57,587 59,388

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 15,000 15,000

リース債務 － 49

役員退職慰労引当金 321 343

投資損失引当金 349 283

その他 1,205 0

固定負債合計 16,877 15,677

負債合計 74,464 75,066
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21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   

資本準備金 5,761 5,761

その他資本剰余金 192 198

資本剰余金合計 5,953 5,959

利益剰余金   

利益準備金 1,547 1,547

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 134 173

別途積立金 54,630 59,500

繰越利益剰余金 8,173 8,145

利益剰余金合計 64,485 69,366

自己株式 △8,438 △8,494

株主資本合計 68,888 73,719

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 541 425

評価・換算差額等合計 541 425

新株予約権 77 181

純資産合計 69,508 74,327

負債純資産合計 143,973 149,393
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

完成工事高 223,932 231,671

完成工事原価 198,295 204,183

完成工事総利益 25,637 27,487

販売費及び一般管理費 14,317 12,993

営業利益 11,319 14,493

営業外収益   

受取利息 39 39

有価証券利息 125 233

受取配当金 227 261

受取地代家賃 111 127

投資有価証券売却益 95 －

貸倒引当金戻入額 101 －

その他 183 170

営業外収益合計 884 833

営業外費用   

支払利息 62 49

貸倒引当金繰入額 － 73

貸倒損失 99 72

関係会社債権放棄損 － 70

為替差損 288 262

投資有価証券評価損 65 －

その他 92 167

営業外費用合計 606 695

経常利益 11,597 14,632

特別利益   

投資有価証券売却益 － 105

固定資産売却益 － 114

長期滞留債権貸倒引当金戻入額 171 －

特別利益合計 171 219

特別損失   

減損損失 － 100

固定資産除却損 － 133

投資損失引当金繰入額 － 720

投資有価証券評価損 － 1,407

特別損失合計 － 2,362

税引前当期純利益 11,768 12,489

法人税、住民税及び事業税 2,040 4,843

法人税等調整額 2,643 537

法人税等合計 4,683 5,380

当期純利益 7,085 7,109

- 18 -

㈱協和エクシオ（1951）　平成21年3月期決算短信

- 18 -



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,888 6,888

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,888 6,888

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,761 5,761

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,761 5,761

その他資本剰余金   

前期末残高 105 192

当期変動額   

自己株式の処分 87 5

当期変動額合計 87 5

当期末残高 192 198

資本剰余金合計   

前期末残高 5,866 5,953

当期変動額   

自己株式の処分 87 5

当期変動額合計 87 5

当期末残高 5,953 5,959

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,547 1,547

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,547 1,547

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 136 134

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 41

固定資産圧縮積立金の取崩 △2 △2

当期変動額合計 △2 39

当期末残高 134 173

別途積立金   

前期末残高 49,930 54,630

当期変動額   

別途積立金の積立 4,700 4,870

当期変動額合計 4,700 4,870

当期末残高 54,630 59,500
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 7,985 8,173

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － △41

固定資産圧縮積立金の取崩 2 2

別途積立金の積立 △4,700 △4,870

剰余金の配当 △2,199 △2,228

当期純利益 7,085 7,109

当期変動額合計 187 △28

当期末残高 8,173 8,145

利益剰余金合計   

前期末残高 59,599 64,485

当期変動額   

剰余金の配当 △2,199 △2,228

当期純利益 7,085 7,109

当期変動額合計 4,885 4,881

当期末残高 64,485 69,366

自己株式   

前期末残高 △5,354 △8,438

当期変動額   

自己株式の取得 △3,290 △75

自己株式の処分 206 19

当期変動額合計 △3,083 △56

当期末残高 △8,438 △8,494

株主資本合計   

前期末残高 66,999 68,888

当期変動額   

剰余金の配当 △2,199 △2,228

当期純利益 7,085 7,109

自己株式の取得 △3,290 △75

自己株式の処分 293 25

当期変動額合計 1,888 4,831

当期末残高 68,888 73,719
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,531 541

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △989 △116

当期変動額合計 △989 △116

当期末残高 541 425

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,531 541

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △989 △116

当期変動額合計 △989 △116

当期末残高 541 425

新株予約権   

前期末残高 － 77

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 77 103

当期変動額合計 77 103

当期末残高 77 181

純資産合計   

前期末残高 68,531 69,508

当期変動額   

剰余金の配当 △2,199 △2,228

当期純利益 7,085 7,109

自己株式の取得 △3,290 △75

自己株式の処分 293 25

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △911 △12

当期変動額合計 977 4,818

当期末残高 69,508 74,327
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（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

６．その他 

役員の異動 

平成21年５月12日付け当社公表の「経営機構改革および役員報酬制度改革について」をご参照ください。 
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