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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 94,758 △6.1 4,420 △15.6 4,609 △14.1 2,353 △10.1

20年3月期 100,873 0.5 5,236 △2.4 5,365 △5.8 2,617 △21.4

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 52.66 ― 5.6 7.5 4.7
20年3月期 58.56 ― 6.5 8.8 5.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  10百万円 20年3月期  2百万円

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 60,710 43,307 69.9 950.08
20年3月期 61,702 41,980 66.6 919.89

（参考） 自己資本   21年3月期  42,437百万円 20年3月期  41,115百万円

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 3,790 △1,008 △1,100 12,623
20年3月期 2,430 △1,699 △903 10,886

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00 805 30.7 2.0
21年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00 804 34.2 1.9

22年3月期 
（予想）

― 9.00 ― 9.00 18.00 33.5

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

43,000 △1.2 1,450 △17.8 1,500 △20.1 800 △16.6 17.90

通期 96,000 1.3 4,500 1.8 4,700 2.0 2,400 2.0 53.71



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14ページ「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、16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 44,915,329株 20年3月期 44,915,329株

② 期末自己株式数 21年3月期  248,052株 20年3月期  219,478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 81,429 △6.0 3,445 △12.0 3,864 △11.7 2,231 △9.4

20年3月期 86,639 0.1 3,913 5.0 4,377 6.0 2,463 0.0

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 49.91 ―

20年3月期 55.07 ―

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 52,281 37,105 71.0 829.82
20年3月期 52,690 35,823 68.0 800.93

（参考） 自己資本 21年3月期  37,105百万円 20年3月期  35,823百万円

※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に基づき判断した予想であり、実際の業績等は予想と異なる
可能性があります。業績予想の前提となる今後の見通しについては３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 



(1）経営成績に関する分析 

［当期の経営成績］  

 当連結会計年度のわが国経済は、世界的な金融危機と景気後退を背景として、企業収益が急速に悪化し、雇用不

安が高まるなか、設備投資の減少と個人消費の停滞などにより、不況感が一段と強まる状況となりました。 

 情報通信分野では、昨年12月末現在のＦＴＴＨ（家庭向け光ファイバー通信）加入契約数が1,441万と前年同期比

で308万（27％）増加したものの、期後半に至り景気後退の影響もあって新規契約数が急速に減少し、前年同期間の

純増数を下回る状況になりました。一方、本格的なブロードバンド社会の形成に向けたＮＧＮ（次世代通信網）の

構築が加速され、映像やソフトウェアの配信が開始されるなど、多様なサービスを利用できる環境の整備が進展し

ました。また、デジタルデバイド解消に向けて、ブロードバンドの基盤整備が都市部から地方へと拡大されまし

た。 

 移動体通信分野では、携帯電話契約数は当期477万増加し、本年3月末現在1億749万となりましたが、前期（600

万）に比べ伸びが鈍化いたしました。利用者数という面では市場は成熟しつつありますが、サービス内容や携帯端

末の多様化・高度化が進むなか、サービスエリアの拡大に加え、仮想移動体通信事業者の新規参入により、固定通

信と移動体通信の融合が進展するなど、ユビキタス社会の実現のテンポが速まってきました。 

 このような情勢のもと、当社グループでは、お客様である通信事業者の信頼にお応えするために、営業体制の整

備、品質保証と安全の徹底及び納期短縮に注力するとともに、グループ会社の構造改革や業務効率化によるコスト

低減に取組むことによって、収益の確保に努めてまいりました。 

 この結果、当社グループの連結業績につきましては、受注高は979億89百万円（前期比98.1％）、売上高は947億

58百万円（前期比93.9％）となりました。 

 事業部門毎の売上高につきましては、ＮＴＴ情報通信エンジニアリング事業は、マンションなど住宅市場の悪化

にともなう光ファイバー通信回線サービスの純増数の減少などにより、498億81百万円（前期比93.2％）と前期を下

回りました。 

 通信ネットワークソリューション事業は、移動体通信関連の前期に急増した新規参入事業者の設備構築が一段落

したこと等により、372億6百万円（前期比96.5％）となりました。 

 総合設備エンジニアリング事業は、通信基盤および電気設備関連売上の減少により、30億73百万円（前期比

76.8％）となりました。 

 情報サービス事業等は、ソフトウェアの販売減などにより45億96百万円（前期比95.4％）となりました。 

 利益につきましては、経常利益46億9百万円（前期比85.9％）、当期純利益23億53百万円（前期比89.9％）となり

ました。 

 なお、当事業年度の個別決算につきましては、売上高814億29百万円（前期比94.0％）、経常利益38億64百万円

（前期比88.3％）、当期純利益22億31百万円（前期比90.6％）となりました。 

［次期の見通し］  

 世界経済の先行きは、欧米を中心とした金融危機の深刻な影響および米国経済の混迷により、予断を許さない厳

しい状況にあります。わが国経済の見通しも、不透明でありますが、政府の景気浮揚策への期待感はあるものの、

輸出企業を中心とした設備投資の減少や個人消費の低迷などにより、厳しい状況が懸念されております。 

 情報通信分野では、ＮＧＮのサービスエリアが順次拡大され、地上デジタル放送のＩＰ（インターネット・プロ

トコル）再送信サービスといった高画質で安定的な映像配信やソフトウェアをネットワーク経由で提供するサービ

スなどが進展し、このための基盤整備需要は今後も拡大するものと思われます。 

 移動体通信分野では、映像、音楽、ゲームといった新たなコンテンツの利用が広がり、さらには次世代広帯域無

線サービスが開始されるなど、ワイヤレス・ブロードバンド市場の拡大にともなって、設備投資意欲が高まるもの

と思われます。 

 このように市場が活性化する一方で、通信事業者間では熾烈なサービス競争が展開されており、通信エンジニア

リング業界に対しては、品質・納期面に加え、コストダウンの要求も一層厳しくなるものと思われます。 

 当社グループでは、これらの市場環境に積極的に対応することとし、次期の連結業績予想としましては、売上高

960億円（前期比101.3％）、営業利益45億円（前期比101.8％）、経常利益47億円（前期比102.0％）、当期純利益

24億円（前期比102.0％）を見込んでおります。 

(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） 

当連結会計年度末の資産残高は607億10百万円（前連結会計年度末617億2百万円）となりました。これは、主に

売上債権の減少に伴い流動資産が減少したことによるものです。 

１．経営成績



（負債） 

当連結会計年度末の負債残高は174億2百万円（前連結会計年度末197億22百万円）となりました。これは、支払

手形及び買掛金の減少などによるものです。 

（純資産）  

当連結会計年度末における純資産残高は433億7百万円（前連結会計年度末419億80百万円）となりました。これ

は、主に利益剰余金の増加によるものです。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ17億37百万円増加

し、126億23百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少などにより37億90百万円の資金

増加（前連結会計年度24億30百万円の資金増加）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより10億8百万円の

資金減少（前連結会計年度16億99百万円の資金減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより11億円の資金減少（前

連結会計年度9億3百万円の資金減少）となりました。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注）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．各指標の計算方法は、次のとおりであります。 

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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

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

４．営業キャッシュ・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。 

５．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。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。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、業績動向や配当性向などを総合的に勘案しながら、株主の皆様に対し継続して安定した配当を維持するこ

とを基本方針としております。また、内部留保につきましては将来に備えた財務体質の強化と事業展開に必要な設備

や車両の配備、営業所・事業拠点の整備、お客様対応および業務効率化を目的としたＩＴ化投資や日々進化する情報

通信技術に対応するため研究・開発に活用することにしております。 

当期の配当につきましては、上記の方針に基づき、中間配当を１株につき９円（普通配当５円50銭、特別配当３円

50銭）としました。期末配当につきましても、１株につき９円（普通配当５円50銭、特別配当３円50銭）とし合わせ

て、年間18円の配当（普通配当11円、特別配当７円）を予定しております。なお、次期につきましては、中間配当９

円（普通配当５円50銭、特別配当３円50銭）、年間18円（普通配当11円、特別配当７円）を見込んでおります。  

  
 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(％)  62.8  64.4  66.0  66.6 69.9  

時価ベースの自己資本比率(％)  73.6  87.0  65.4  32.7  44.1  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  0.2  0.2  0.1  0.1 0.0  

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  1,110.1  830.9  596.2  1,064.2 2,780.9  



 近の有価証券報告書（平成20年6月30日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略します。 

   

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「高い技術と品質を持つロナリグローバル企業として情報通信社会の構築に挑戦し続けます」を経営理

念として、その実現に向け、全国的なサービス展開とサービス品質の向上を図るとともに、グローバルな事業展開

を進めて新たな事業領域とお客様を開拓し、当社グループの事業拡大を進めてまいります。  

(2）会社の対処すべき課題  

当社グループでは、お客様の信頼にお応えするため、事業推進体制を見直し、グループ会社の再編など抜本的

な事業構造改革を推進し、もって品質・納期・コスト競争力の更なる向上を図ります。さらに、高度化・多様化す

るＩＰネットワーク構築の需要に応えるため、技術者の育成にも積極的に取組んでまいります。 

 また、いかなる経営環境の中にあっても、人命の尊重とお客様の設備保全を含む『安全』を全てに優先させ、自

然環境保護にも配慮しつつ、収益の確保を図ることを基本方針として、当社グループ全社を挙げて事業の発展と業

績向上に努める所存でございます。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



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   

現金及び預金 11,084 12,900

受取手形及び売掛金 25,816 22,826

たな卸資産 4,388 －

商品及び製品 － 48

仕掛品 － 4,664

原材料及び貯蔵品 － 350

繰延税金資産 1,103 1,028

その他 957 1,033

貸倒引当金 △7 △20

流動資産合計 43,342 42,831

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,712 8,010

減価償却累計額 △4,242 △4,383

建物及び構築物（純額） 3,469 3,627

機械装置及び運搬具 3,024 3,326

減価償却累計額 △2,024 △2,436

機械装置及び運搬具（純額） 1,000 889

工具、器具及び備品 3,243 3,106

減価償却累計額 △2,736 △2,720

工具、器具及び備品（純額） 506 385

土地 7,290 7,301

リース資産 － 39

減価償却累計額 － △3

リース資産（純額） － 36

有形固定資産合計 12,267 12,239

無形固定資産   

ソフトウエア 421 366

電話加入権 80 81

のれん 247 169

その他 2 2

無形固定資産合計 752 619

投資その他の資産   

投資有価証券 2,760 2,518

繰延税金資産 484 464

前払年金費用 897 844

その他 1,202 1,200

貸倒引当金 △5 △6

投資その他の資産合計 5,339 5,020

固定資産合計 18,360 17,879

資産合計 61,702 60,710



（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   

支払手形及び買掛金 11,557 9,622

短期借入金 100 －

1年内償還予定の社債 32 －

リース債務 － 7

未払法人税等 1,038 992

未払費用 2,090 560

前受金 233 412

賞与引当金 － 1,534

役員賞与引当金 55 54

品質保証引当金 16 15

受注損失引当金 31 63

その他 1,056 685

流動負債合計 16,212 13,948

固定負債   

社債 4 －

長期借入金 8 6

リース債務 － 30

繰延税金負債 116 118

再評価に係る繰延税金負債 745 745

退職給付引当金 2,248 2,131

役員退職慰労引当金 386 420

その他 2 －

固定負債合計 3,510 3,454

負債合計 19,722 17,402

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,804 3,804

資本剰余金 3,155 3,153

利益剰余金 37,250 38,767

自己株式 △163 △175

株主資本合計 44,046 45,549

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △75 △179

土地再評価差額金 △2,889 △2,889

為替換算調整勘定 34 △42

評価・換算差額等合計 △2,931 △3,111

少数株主持分 865 870

純資産合計 41,980 43,307

負債純資産合計 61,702 60,710



（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) 

売上高 100,873 94,758

売上原価 88,632 83,474

売上総利益 12,241 11,283

販売費及び一般管理費 7,005 6,862

営業利益 5,236 4,420

営業外収益   

受取利息 8 9

受取配当金 67 64

負ののれん償却額 37 44

持分法による投資利益 2 10

保険返戻金 20 27

互助会解散返戻金 － 29

雑収入 68 54

営業外収益合計 204 239

営業外費用   

支払利息 2 1

固定資産除却損 23 11

為替差損 7 －

事務所移転費用 － 11

雑支出 41 26

営業外費用合計 75 50

経常利益 5,365 4,609

特別利益   

固定資産売却益 32 －

投資有価証券売却益 118 －

その他 14 －

特別利益合計 165 －

特別損失   

固定資産除却損 52 70

特別退職金 21 8

投資有価証券評価損 130 103

特定工事損失 243 －

その他 7 7

特別損失合計 455 190

税金等調整前当期純利益 5,075 4,419

法人税、住民税及び事業税 2,011 1,873

法人税等調整額 352 166

法人税等合計 2,364 2,040

少数株主利益 93 25

当期純利益 2,617 2,353



（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 3,804 3,804

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,804 3,804

資本剰余金   

前期末残高 3,155 3,155

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △2

当期変動額合計 △0 △2

当期末残高 3,155 3,153

利益剰余金   

前期末残高 35,447 37,250

当期変動額   

剰余金の配当 △805 △849

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う剰
余金の減少

△10 －

連結範囲の変動 － 14

当期純利益 2,617 2,353

当期変動額合計 1,802 1,517

当期末残高 37,250 38,767

自己株式   

前期末残高 △150 △163

当期変動額   

自己株式の取得 △15 △12

自己株式の処分 1 7

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自
己株式の増減

－ △7

当期変動額合計 △13 △12

当期末残高 △163 △175

株主資本合計   

前期末残高 42,257 44,046

当期変動額   

剰余金の配当 △805 △849

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う剰
余金の減少

△10 －

連結範囲の変動 － 14

当期純利益 2,617 2,353

自己株式の取得 △15 △12

自己株式の処分 1 5

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自
己株式の増減

－ △7

当期変動額合計 1,788 1,503

当期末残高 44,046 45,549



（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 283 △75

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △359 △103

当期変動額合計 △359 △103

当期末残高 △75 △179

土地再評価差額金   

前期末残高 △2,889 △2,889

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △2,889 △2,889

為替換算調整勘定   

前期末残高 2 34

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32 △76

当期変動額合計 32 △76

当期末残高 34 △42

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,603 △2,931

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △327 △180

当期変動額合計 △327 △180

当期末残高 △2,931 △3,111

少数株主持分   

前期末残高 800 865

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 64 4

当期変動額合計 64 4

当期末残高 865 870



（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) 

純資産合計   

前期末残高 40,454 41,980

当期変動額   

剰余金の配当 △805 △849

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う剰余
金の減少

△10 －

連結範囲の変動 － 14

当期純利益 2,617 2,353

自己株式の取得 △15 △12

自己株式の処分 1 5

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己
株式の増減

－ △7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △262 △175

当期変動額合計 1,525 1,327

当期末残高 41,980 43,307



（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 5,075 4,419

減価償却費 1,176 1,019

有形固定資産売却損益（△は益） △32 △2

有形固定資産除却損 29 64

投資有価証券売却損益（△は益） △115 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 130 103

会員権評価損 5 7

のれん償却額 54 55

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 13

退職給付引当金の増減額（△は減少） △347 △71

賞与引当金の増減額（△は減少） － 1,534

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 27

受取利息及び受取配当金 △75 △73

支払利息 2 1

持分法による投資損益（△は益） △2 △10

売上債権の増減額（△は増加） △1,266 3,089

たな卸資産の増減額（△は増加） 211 △655

仕入債務の増減額（△は減少） 208 △2,021

前受金の増減額（△は減少） 17 179

未払消費税等の増減額（△は減少） 54 △132

未払費用の増減額（△は減少） － △1,535

確定拠出年金移行時未払金の増減額（減少：△） △393 △348

その他 △375 1

小計 4,359 5,663

利息及び配当金の受取額 76 80

利息の支払額 △2 △1

法人税等の支払額 △2,003 △1,952

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,430 3,790

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 363 427

定期預金の預入による支出 △322 △506

有形固定資産の売却による収入 47 25

有形固定資産の取得による支出 △1,341 △751

無形固定資産の取得による支出 △152 △72

投資有価証券の売却による収入 141 126

投資有価証券の取得による支出 △406 △245

短期貸付金の増減額（△は増加） △2 △1

長期貸付金の回収による収入 19 29

長期貸付けによる支出 △2 △35

その他 △43 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,699 △1,008



（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) 

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） △30 △170

長期借入金の返済による支出 △2 △1

社債の償還による支出 △32 △36

配当金の支払額 △805 △849

少数株主への配当金の支払額 △20 △33

自己株式の売却による収入 1 5

自己株式の取得による支出 △15 △12

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △903 △1,100

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △171 1,681

現金及び現金同等物の期首残高 11,011 10,886

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 20 55

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

26 －

現金及び現金同等物の期末残高 10,886 12,623



 該当事項はありません。 

   

  

 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成20年6月30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。 

  

重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産 

商品及び製品、原材料及び貯蔵品 

 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。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

リース取引に関する会計基準 

 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、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、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引

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によっております。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

連結の範囲に関する事項   

連結子会社数  26社 

主要な連結子会社名 
㈱サンネットエンジニアリング、㈱きんつうアスク 、㈱きんつうネット、 

㈱アルゴネット、㈱フューコム 、㈱イーテックソリューション 

なお、㈱そうでんは、重要性が増したため、また、㈱コミューチュア・ソ

リューションパートナーズは、当連結会計年度において設立したことによ

り新たに連結子会社に含めています。 

重要な資産の評価基準及び評価方法   

たな卸資産   

商品及び製品、原材料及び貯蔵品  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） 

  

重要な減価償却資産の減価償却方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 当社及び連結子会社は主として定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）について

は、定額法によっております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 当社及び連結子会社は定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。 

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によっておりま

す。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前の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によっております。 

(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



（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更  

 当連結会計年度から、当社及び連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正に伴い、機械装置の耐用年数の見直

しを行い変更しております。 

 この変更による損益に与える影響は、軽微であります。  

  

賞与引当金  

 従来、従業員に対する未払賞与は、未払費用に含めて表示していましたが、当連結会計年度から賞与引当金とし

て表示することとしました。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

  

（連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度において、区分掲記していた「為替差損」（当連結会計年度０百万円）は、営業外費用の100分の

10以下となったため、営業外費用の「雑支出」に含めて表示することとしました。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「未払費用の増減額

（△は減少）」（△102百万円）は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。

  

 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書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）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情報通信エンジニ

アリング事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており

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）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及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の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）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、海外売上高の記載を省略しております。 

表示方法の変更

(8)連結財務諸表に関する注記事項

（開示の省略）

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】



  

 （注）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。 

  

該当事項はありません。 

  

（開示の省略）  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、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、企業結合等については、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ます。  

（１株当たり情報）

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） 

１株当たり純資産額（円）  919.89  950.08

１株当たり当期純利益（円）  58.56  52.66

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益（円） 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。 

 同左 

  
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) 

当期純利益（百万円）  2,617  2,353

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  2,617  2,353

期中平均株式数（千株）  44,702  44,682

（重要な後発事象）



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   

現金及び預金 7,091 8,473

受取手形 49 24

売掛金 22,729 20,397

商品及び製品 － 32

仕掛品 3,101 3,468

原材料及び貯蔵品 － 19

繰延税金資産 451 482

短期貸付金 1,527 1,940

未収入金 1,277 1,136

その他 61 52

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 36,284 36,023

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,161 5,432

減価償却累計額 △2,913 △2,993

建物（純額） 2,247 2,438

構築物 388 422

減価償却累計額 △326 △309

構築物（純額） 61 113

機械及び装置 2,231 2,442

減価償却累計額 △1,413 △1,723

機械及び装置（純額） 818 718

車両運搬具 418 456

減価償却累計額 △316 △362

車両運搬具（純額） 102 93

工具、器具及び備品 2,203 2,149

減価償却累計額 △1,874 △1,902

工具、器具及び備品（純額） 329 247

土地 5,961 5,972

リース資産 － 31

減価償却累計額 － △2

リース資産（純額） － 28

有形固定資産合計 9,521 9,613

無形固定資産   

ソフトウエア 374 339

電話加入権 64 64

水道施設利用権 0 0

無形固定資産合計 440 405



（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 1,770 1,650

関係会社株式 2,378 2,449

従業員に対する長期貸付金 43 34

関係会社長期貸付金 32 －

長期前払費用 119 111

繰延税金資産 481 415

前払年金費用 897 844

その他 723 736

貸倒引当金 △3 △2

投資その他の資産合計 6,444 6,239

固定資産合計 16,405 16,258

資産合計 52,690 52,281

負債の部   

流動負債   

支払手形 200 180

買掛金 11,923 10,276

リース債務 － 5

未払金 506 298

未払費用 1,021 274

未払法人税等 562 675

前受金 185 312

賞与引当金 － 794

品質保証引当金 14 14

受注損失引当金 31 15

その他 211 131

流動負債合計 14,656 12,980

固定負債   

長期借入金 8 6

リース債務 － 24

再評価に係る繰延税金負債 745 745

退職給付引当金 1,226 1,161

役員退職慰労引当金 230 257

固定負債合計 2,210 2,195

負債合計 16,867 15,175



（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 3,804 3,804

資本剰余金   

資本準備金 2,971 2,971

その他資本剰余金 152 150

資本剰余金合計 3,124 3,122

利益剰余金   

利益準備金 692 692

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 168 164

別途積立金 28,242 29,842

繰越利益剰余金 2,894 2,680

利益剰余金合計 31,997 33,379

自己株式 △149 △153

株主資本合計 38,777 40,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △63 △157

土地再評価差額金 △2,889 △2,889

評価・換算差額等合計 △2,953 △3,046

純資産合計 35,823 37,105

負債純資産合計 52,690 52,281



（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) 

売上高 86,639 81,429

売上原価   

当期製品製造原価 77,723 73,001

売上総利益 8,915 8,428

販売費及び一般管理費   

役員報酬 243 239

従業員給料及び手当 2,108 1,792

賞与引当金繰入額 － 247

退職給付費用 284 310

役員退職慰労引当金繰入額 46 41

法定福利費 176 236

福利厚生費 80 90

通信交通費 237 259

地代家賃 3 11

減価償却費 128 115

研究開発費 268 278

雑費 1,423 1,360

販売費及び一般管理費合計 5,002 4,983

営業利益 3,913 3,445

営業外収益   

受取利息 22 26

受取配当金 434 371

保険返戻金 20 13

その他 21 21

営業外収益合計 500 433

営業外費用   

支払利息 0 0

固定資産除却損 11 4

為替差損 7 －

関係会社清算損 5 －

損害賠償金 － 4

投資有価証券売却損 3 －

その他 7 4

営業外費用合計 36 13

経常利益 4,377 3,864

特別利益   

投資有価証券売却益 118 －

貸倒引当金戻入額 － 1

特別利益合計 118 1



（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) 

特別損失   

固定資産除却損 30 60

投資有価証券評価損 128 95

特別退職金 13 8

会員権評価損 4 2

特定工事損失 234 －

関係会社整理損 － 65

その他 15 －

特別損失合計 425 232

税引前当期純利益 4,070 3,633

法人税、住民税及び事業税 1,246 1,302

法人税等調整額 361 99

法人税等合計 1,607 1,401

当期純利益 2,463 2,231



（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 3,804 3,804

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,804 3,804

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,971 2,971

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,971 2,971

その他資本剰余金   

前期末残高 153 152

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △2

当期変動額合計 △0 △2

当期末残高 152 150

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 692 692

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 692 692

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 172 168

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △3 △3

当期変動額合計 △3 △3

当期末残高 168 164

別途積立金   

前期末残高 26,642 28,242

当期変動額   

別途積立金の積立 1,600 1,600

当期変動額合計 1,600 1,600

当期末残高 28,242 29,842

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,832 2,894



（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) 

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 3 3

別途積立金の積立 △1,600 △1,600

剰余金の配当 △805 △849

当期純利益 2,463 2,231

当期変動額合計 62 △214

当期末残高 2,894 2,680

自己株式   

前期末残高 △135 △149

当期変動額   

自己株式の取得 △15 △12

自己株式の処分 1 7

当期変動額合計 △13 △4

当期末残高 △149 △153

株主資本合計   

前期末残高 37,132 38,777

当期変動額   

剰余金の配当 △805 △849

当期純利益 2,463 2,231

自己株式の取得 △15 △12

自己株式の処分 1 5

当期変動額合計 1,644 1,375

当期末残高 38,777 40,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 276 △63

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △340 △93

当期変動額合計 △340 △93

当期末残高 △63 △157

土地再評価差額金   

前期末残高 △2,889 △2,889

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △2,889 △2,889

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,612 △2,953

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △340 △93



（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) 

当期変動額合計 △340 △93

当期末残高 △2,953 △3,046

純資産合計   

前期末残高 34,519 35,823

当期変動額   

剰余金の配当 △805 △849

当期純利益 2,463 2,231

自己株式の取得 △15 △12

自己株式の処分 1 5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △340 △93

当期変動額合計 1,303 1,282

当期末残高 35,823 37,105



 該当事項はありません。   

  

（損益計算書関係） 

 前事業年度において、区分掲記していた「為替差損」（当事業年度０百万円）及び「投資有価証券売却損」（当

事業年度０百万円）は、営業外費用の100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示すること

としました。  

(4)継続企業の前提に関する注記

(5)表示方法の変更



  

役員の異動（平成21年6月26日付） 

  

１．代表者取締役の異動 

     

２．新任取締役候補            

  

３．新任監査役候補 

             

４．退任予定取締役 

                            

５．退任予定監査役 

              

６．取締役の執行役員兼任 

  

７．執行役員の異動                       

（新任執行役員）                          

６．その他

取締役相談役  別 所 義 夫 （現 代表取締役社長） 

代表取締役社長 髙江洲  文 雄 （現 代表取締役副社長） 

取 締 役 茄子川  重 慶 （現 執行役員  株式会社ザ・ネットエンジ代表取締役社長） 

常勤監査役 松 澤 廣 明 （現 株式会社ジェイコスエンジニアリング代表取締役社長） 

社外監査役 林   敏 之 （現 住友電設株式会社常勤監査役） 

常務取締役 

  

田 代 道 郎 （当社顧問および 

株式会社ジェイコスエンジニアリング代表取締役社長 

株式会社コミューチュア・ソリューションパートナーズ 

代表取締役社長に就任予定） 

取締役相談役 林   信 幸 （当社相談役に就任予定） 

常勤監査役 空 橋 隆 雄 （株式会社フューコム常務取締役に就任予定） 

社外監査役 塩 谷   章   

取締役常務執行役員 大 塚   薫 （現 取締役 東京本社アクセス事業部長 

兼東京中央支店長） 

取締役常務執行役員 岩 井 信 夫 （現 取締役 ＮＴＴ本部長 

兼ＮＴＴ本部ＮＴＴ営業部長） 

取締役常務執行役員 児 玉 結 介 （現 取締役 企画総務部長 

兼ビジネスアクセスセンタ所長 

兼コンプライアンス室長） 

取締役常務執行役員 村 重 秀 夫 （現 取締役 ネットワーク事業部長 

兼ネットワーク事業部交換システム部長 

兼ドコモ事業本部ドコモエンジニアリング部長） 

取締役常務執行役員 今 中 利 信 （現 取締役 土木事業本部長 

兼土木事業本部土木事業部長 

兼土木事業本部環境土木営業部長） 

取締役常務執行役員 茄子川  重 慶 （現 執行役員  株式会社ザ・ネットエンジ代表取締役社長） 

常務執行役員 源   栄 幸 （現 株式会社エヌティエス代表取締役社長） 

執行役員 高 田 宏 康 （現 理事 企画総務部経営企画室長） 

執行役員 森 岡    徹 （現 理事 ＮＴＴ本部総合工事推進部長） 



                  

（執行役員の昇格） 

                                                  

  

  

  

  

執行役員 佐 伯 光 広 （現 理事 株式会社アルゴネット代表取締役社長） 

執行役員 宇 治 正 孝 （現 理事 アクセス事業部長） 

執行役員 吉 武 正 二 （現 理事 東京本社ＮＴＴ営業部担当部長） 

常務執行役員 上 島 澄 雄 （現 執行役員 神戸支店長） 

常務執行役員 岩 佐 洋 司 
（現 執行役員 情報システム部長 

株式会社イーテックソリューション代表取締役社長） 

常務執行役員 山 谷 幸 男 （現 執行役員 奈良建設株式会社代表取締役社長） 
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