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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）

完成工事高 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 56,783 △5.5 555 △73.6 735 △67.8 333 △71.9

20年3月期 60,081 1.3 2,103 33.8 2,283 27.8 1,185 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

完成工事高営業利
益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 14.74 ― 1.4 1.6 1.0
20年3月期 52.42 ― 5.0 4.8 3.5

（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 43,428 24,503 53.1 1,022.34
20年3月期 47,355 25,125 50.2 1,050.72

（参考） 自己資本   21年3月期  23,068百万円 20年3月期  23,749百万円

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 803 △12 △1,303 1,658
20年3月期 1,125 △1,192 △836 2,171

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 ― 5.00 ― 13.00 18.00 406 34.3 1.7
21年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00 338 101.7 1.4

22年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 10.00 15.00 44.0

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）

 

完成工事高 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

24,600 △3.7 300 25.0 400 17.3 160 28.0 7.09

通期 56,500 △0.5 1,310 135.8 1,520 106.7 770 131.2 34.12
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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、14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】、15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、22ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 23,138,400株 20年3月期 23,138,400株

② 期末自己株式数 21年3月期  573,797株 20年3月期  535,142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）

完成工事高 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 47,850 △5.9 262 △85.8 478 △76.9 271 △76.1

20年3月期 50,864 △0.1 1,856 47.6 2,072 38.5 1,135 28.7

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 12.04 ―

20年3月期 50.24 ―

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 34,717 21,237 61.2 941.19
20年3月期 38,334 21,931 57.2 970.29

（参考） 自己資本 21年3月期  21,237百万円 20年3月期  21,931百万円

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 

上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績は予想と異なる場合があります。 
なお、上記の業績予想に関する事項につきましては3ページから6ページの「1.経営成績」をご参照ください。 

完成工事高 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

20,200 △3.2 190 85.4 310 38.6 140 28.6 6.20

通期 47,500 △0.7 1,050 299.5 1,300 171.9 710 161.1 31.47
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＜当期の経営成績＞ 

①当連結会計年度の業績全般に関する分析 

当社グループは、厳しい市場競争環境に対応するため、受注の確保、仕事の仕組みの変革等によ

る生産性の向上及び原価の低減を目指した各種業務改善施策の展開など継続的なコスト競争力の強

化に取り組みました。 

 しかしながら、当連結会計年度の業績は、当社グループの主要事業である情報通信工事の受注高

及び完成工事高が減少したことにより、受注高549億円（前期比91.8％）、完成工事高は567億８千

３百万円（前期比94.5％）となり、損益につきましては、完成工事高の減少、受注価格の低廉化や

施工コストの上昇、貸倒引当金の繰入増による販売費及び一般管理費の増加等もあり、営業利益は

５億５千５百万円（前期比26.4％）、経常利益は７億３千５百万円（前期比32.2％）、当期純利益

は３億３千３百万円（前期比28.1％）となりました。 

②当連結会計年度の事業の種類別セグメントの状況に関する分析 

【建設事業】 

情報通信工事 

ブロードバンドサービス関連工事や既設設備取替等のインフラ整備工事が減少したことにより、

受注高は342億７千１百万円（前期比88.2％）、完成工事高は357億３百万円（前期比90.5％）とな

りました。 

土木・設備工事 

民間企業及び官公庁関係工事等依然として厳しい受注環境でしたが、受注機会の拡大などの営業

活動を積極的に展開したことにより、受注高は71億４千７百万円（前期比95.6％）、完成工事高は

77億２千４百万円（前期比106.3％）となりました。 

建設用資材販売 

情報通信建設分野における建設資材等の売上が減少したことにより、受注高・完成工事高ともに

54億８千６百万円（前期比98.8％）となりました。 

【その他事業】 

ネットワークソリューション 

新技術対応への営業・技術力の向上を図り、当社の強みを生かした情報通信関連システム等の提

案型営業を積極的に展開したことにより、受注高は47億６百万円（前期比103.8％）、完成工事高

は45億８千万円（前期比103.7％）となりました。 

運輸業等 

配送収入やリース収入等の減少により、受注高、完成工事高ともに32億８千７百万円（前期比

96.9％）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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＜次期の見通し＞ 

①業績全般に関する見通し 

今後の経済情勢は、世界的な金融不安による景気低迷が継続する中、国内においては、株価の低

迷、雇用環境の悪化及び設備投資の減少等により、更なる景況感の悪化が懸念されます。 

 当社グループの主要な事業である情報通信工事におきましては、ブロードバンドサービスの拡

大、光ＩＰ電話への移行、携帯電話サービスの多様化・高度化、次世代ネットワークサービスの本

格的な事業展開などにより、設備投資は一定の水準で推移するものと見込まれますが、光アクセス

サービスの伸びの鈍化や競争の拡大により、引き続き厳しい受注環境が見込まれるとともに、土

木・設備工事及びネットワークソリューション事業等その他の事業につきましても受注機会の減少

や受注価格の低廉化が懸念され、当社グループの経営環境は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の中、当社グループにおきましては、積極的な営業展開による受注の拡大、

各種業務改善施策の展開による生産性の向上及び原価の低減や更なるグループ経営の効率化を図る

など、引き続きコスト競争力の強化に取り組んでまいります。 

 このような状況のもと、次期の連結業績の見通しにつきましては、完成工事高は565億円（前期

比99.5％）、営業利益は13億１千万円（前期比235.8％）、経常利益は15億２千万円（前期比

206.7％）、当期純利益は７億７千万円（前期比231.2％）を見込んでおります。 

②次期の事業の種類別セグメントの見通し 

                                        （単位：百万円）  

 

事業の種類別セグメント 受注高 対前期比 完成工事高 対前期比

【建設事業】

情報通信工事 35,480 103.5％ 35,450 99.3％

土木・設備工事 6,590 92.2％ 7,120 92.2％

建設業資材販売 5,190 94.6％ 5,190 94.6％

小計 47,260 100.8％ 47,760 97.6％

【その他事業】

ネットワークソリューション 5,270 112.0％ 5,320 116.2％

運輸業等 3,420 104.0％ 3,420 104.0％

小計 8,690 108.7％ 8,740 111.1％

合計 55,950 101.9％ 56,500 99.5％
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＜資産、負債及び純資産の状況＞ 

①資産 

流動資産は、現金及び預金や受取手形・完成工事未収入金等が減少したことなどにより、前連結

会計年度末に比べ27億４千７百万円減少し、226億７千６百万円となりました。 

 固定資産は、有形固定資産の減少や投資有価証券が減少したことなどにより、前連結会計年度末

に比べ11億７千８百万円減少し、207億５千２百万円となりました。 

 その結果総資産は、前連結会計年度末に比べ39億２千６百万円減少し、434億２千８百万円とな

りました。 

②負債 

流動負債は、工事未払金等、短期借入金及び未払法人税等が減少したことなどにより、前連結会

計年度末に比べ22億８千３百万円減少し、106億４千８百万円となりました。 

 固定負債は、長期借入金や退職給付引当金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ

10億２千１百万円減少し、82億７千６百万円となりました。 

 その結果負債合計は、前連結会計年度末に比べ33億４百万円減少し、189億２千５百万円となり

ました。 

③純資産 

純資産は、その他有価証券評価差額金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ６億２千２百

万円減少し、245億３百万円となりました。 

  

＜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５億１千３百万円減少し、当連結会計年度末残高は16億５千８百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、当連結会計年度に得られた資金は、８億３百万円(前連結会計年度11億２千５

百万円の収入)となりました。  

 これは、法人税等の支払額11億３千万円の発生及び仕入債務や未払金の減少等の支出に対して、

税金等調整前当期純利益８億４千８百万円、減価償却費14億４百万円及び売上債権や未成工事支出

金の減少等による収入が上回ったことが主な要因であります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果、当連結会計年度は１千２百万円の支出(前連結会計年度11億９千２百万円の支

出)となりました。 

 これは、定期預金の払戻による収入17億１千７百万円に対して、定期預金の預入による支出８億

８千６百万円、有形固定資産の取得による支出６億２千９百万円及び投資有価証券の取得による支

出５億２千７百万円等による支出が上回ったことが主な要因であります。 

(2) 財政状態に関する分析
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③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、当連結会計年度に使用した資金は、13億３百万円(前連結会計年度８億３千６

百万円の支出)となりました。 

 これは、長期借入れによる収入９億７千万円に対して、短期借入金の返済による支出７億３千万

円、長期借入金の返済による支出11億１千４百万円及び配当金の支払額４億６百万円等による支出

が上回ったことが主な要因であります。 

  

(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。 

（注2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式をベースに計算しています。 

（注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注4）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いま

す。 

  

利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元を重視し、安定した株主配当を行うことを基

本方針とするとともに、将来の事業展開に必要な設備投資及び日々進化する情報通信技術等に対応

するための人材育成並びに安全・品質の向上施策等に有効活用することとしております。 

 当期末の配当金につきましては、１株当たり10円を予定しており、既に５円の中間配当を実施し

ていることから、年間の予定配当金は15円となります。 

 また、次期の配当金につきましても、１株当たり15円(うち中間配当金５円)を予定しておりま

す。 

  

ＮＴＴグループの設備投資の動向が、当社グループの完成工事高及び利益に影響を与える可能性

があります。 

  

第60期 
平成17年3月期

第61期
平成18年3月期

第62期
平成19年3月期

第63期 
平成20年3月期

第64期
平成21年3月期

自己資本比率(％) 46.6 50.0 50.6 50.2 53.1

時価ベースの自己資本比率
(％)

28.6 36.1 29.6 21.1 19.7

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率（年）

66.4 1.9 2.4 4.8 5.6

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

3.1 101.8 65.5 29.9 26.8

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

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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近の有価証券報告書（平成20年6月27日提出）における「企業集団の状況」から重要な変更がない

ため開示を省略いたします。 

  

当社グループは、情報通信建設分野等における事業領域の拡大を目指し、安全で高品質なサービス

を提供することにより、お客様から高い信頼をいただき、より強固で安定した経営基盤を確立するこ

とを経営方針として、事業活動を推進しております。 

 また、社会から信頼される企業として、内部統制体制の強化を図るとともに、地域社会への貢献に

も積極的に取り組んでいるところであります。 

当社グループは、受注の拡大と生産性の向上や原価低減などによるコスト競争力の強化に取り組

み、利益率の改善を目指してまいります。 

品質の向上と安全の確保、生産性の向上による原価率の改善、子会社等グループ業務運営の効率

化、人材育成及び社会的価値や株主・社員価値の向上などの基本方針により企業活動を展開してまい

ります。 

情報通信事業者間では、ブロードバンドサービスの拡大等により、今後とも、サービス・価格面の

熾烈な競争の展開が予想され、通信建設事業者においても引き続き厳しい経営環境が想定されます。

 当社グループは、このような経営環境に対し、新たな事業の創出など事業領域の拡大による増収施

策や原価低減のための各種業務改善施策を展開することにより、収益構造の改善及び財務体質の強化

に努めてまいります。 

該当事項はありません 

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 経営環境と対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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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 

現金及び預金 3,377 2,033 

受取手形・完成工事未収入金等 ※3 16,494 ※3 14,947 

リース投資資産 － 582 

有価証券 650 500 

未成工事支出金 3,205 2,757 

商品 － 383 

材料貯蔵品 － 274 

その他のたな卸資産 828 － 

繰延税金資産 566 490 

その他 373 763 

貸倒引当金 △70 △56 

流動資産合計 25,423 22,676 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※2 7,797 ※2 7,857 

機械、運搬具及び工具器具備品 11,063 11,267 

土地 ※2 7,892 ※2 7,892 

建設仮勘定 14 0 

減価償却累計額 △11,241 △12,273 

有形固定資産合計 15,526 14,744 

無形固定資産 219 182 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 4,636 ※1 4,098 

繰延税金資産 1,248 1,447 

その他 519 791 

貸倒引当金 △219 △512 

投資その他の資産合計 6,185 5,825 

固定資産合計 21,931 20,752 

資産合計 47,355 43,428 
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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・工事未払金等 ※3 7,148 ※3 6,669 

短期借入金 ※2 2,706 ※2 2,407 

未払法人税等 655 65 

未成工事受入金 479 288 

賞与引当金 1,058 750 

役員賞与引当金 40 35 

その他 842 431 

流動負債合計 12,931 10,648 

固定負債 

長期借入金 ※2 2,697 ※2 2,121 

繰延税金負債 582 591 

退職給付引当金 4,881 4,494 

役員退職慰労引当金 266 194 

その他 869 873 

固定負債合計 9,297 8,276 

負債合計 22,229 18,925 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,600 1,600 

資本剰余金 1,959 1,959 

利益剰余金 19,480 19,406 

自己株式 △337 △354 

株主資本合計 22,702 22,611 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,047 457 

評価・換算差額等合計 1,047 457 

少数株主持分 1,376 1,435 

純資産合計 25,125 24,503 

負債純資産合計 47,355 43,428 
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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 60,081 56,783 

完成工事原価 ※2 54,827 ※2 52,822 

完成工事総利益 5,254 3,960 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 3,151 ※1, ※2 3,405 

営業利益 2,103 555 

営業外収益 

受取利息 36 34 

受取配当金 100 99 

受取技術料 9 － 

受取地代家賃 59 56 

その他 52 47 

営業外収益合計 257 237 

営業外費用 

支払利息 38 32 

割増退職金 6 － 

たな卸資産評価損 11 － 

たな卸資産処分損 9 － 

投資事業組合運用損 － 10 

その他 11 14 

営業外費用合計 77 57 

経常利益 2,283 735 

特別利益 

固定資産売却益 ※3 0 － 

投資有価証券売却益 － 132 

貸倒引当金戻入額 10 － 

補助金収入 43 － 

その他 0 8 

特別利益合計 53 141 

特別損失 

固定資産売却損 ※4 0 ※4 0 

固定資産除却損 ※5 31 ※5 10 

投資有価証券売却損 0 － 

投資有価証券評価損 88 17 

その他 5 － 

特別損失合計 126 28 

税金等調整前当期純利益 2,210 848 

法人税、住民税及び事業税 1,009 169 

法人税等調整額 △43 281 

法人税等合計 966 450 

少数株主利益 59 64 

当期純利益 1,185 333 
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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 1,600 1,600

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,600 1,600

資本剰余金

前期末残高 1,959 1,959

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,959 1,959

利益剰余金

前期末残高 18,634 19,480

当期変動額

剰余金の配当 △339 △406

当期純利益 1,185 333

当期変動額合計 845 △73

当期末残高 19,480 19,406

自己株式

前期末残高 △332 △337

当期変動額

自己株式の取得 △4 △16

当期変動額合計 △4 △16

当期末残高 △337 △354

株主資本合計

前期末残高 21,861 22,702

当期変動額

剰余金の配当 △339 △406

当期純利益 1,185 333

自己株式の取得 △4 △16

当期変動額合計 841 △90

当期末残高 22,702 22,611
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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 2,159 1,047

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,112 △590

当期変動額合計 △1,112 △590

当期末残高 1,047 457

少数株主持分 

前期末残高 1,323 1,376

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52 58

当期変動額合計 52 58

当期末残高 1,376 1,435

純資産合計

前期末残高 25,344 25,125

当期変動額

剰余金の配当 △339 △406

当期純利益 1,185 333

自己株式の取得 △4 △16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,059 △531

当期変動額合計 △218 △622

当期末残高 25,125 24,503
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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 2,210 848 

減価償却費 1,457 1,404 

固定資産除売却損益（△は益） 31 10 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 279 

賞与引当金の増減額（△は減少） 168 △308 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2 △5 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △135 △386 

受取利息及び受取配当金 △136 △133 

支払利息 38 32 

投資有価証券評価損益（△は益） 88 17 

投資有価証券売却損益（△は益） 0 △132 

売上債権の増減額（△は増加） △3,039 1,547 

リース投資資産の増減額（△は増加） － △582 

未成工事支出金の増減額（△は増加） 611 618 

仕入債務の増減額（△は減少） △166 △478 

未払金の増減額（△は減少） 142 △225 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 322 △190 

その他 167 △485 

小計 1,747 1,829 

利息及び配当金の受取額 136 133 

利息の支払額 △37 △29 

法人税等の支払額 △721 △1,130 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,125 803 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △195 △886 

定期預金の払戻による収入 550 1,717 

有価証券の取得による支出 － △750 

有価証券の売却による収入 － 900 

有形固定資産の取得による支出 △1,223 △629 

有形固定資産の売却による収入 22 39 

無形固定資産の取得による支出 △58 △74 

投資有価証券の取得による支出 △301 △527 

投資有価証券の売却による収入 0 183 

長期貸付けによる支出 △19 △6 

長期貸付金の回収による収入 41 23 

その他の支出 △30 △32 

その他の収入 22 31 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,192 △12 

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） △550 △730 

長期借入れによる収入 1,220 970 

長期借入金の返済による支出 △1,156 △1,114 

自己株式の取得による支出 △4 △16 

配当金の支払額 △339 △406 

少数株主への配当金の支払額 △6 △6 

財務活動によるキャッシュ・フロー △836 △1,303 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △903 △513 

現金及び現金同等物の期首残高 3,075 2,171 

現金及び現金同等物の期末残高 2,171 1,658 
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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27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。 

 (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】

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有価証券  

 その他有価証券 

  時価のあるもの

①有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法（時価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定）

同左 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法

  時価のないもの 

        同左

なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資

（金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入

手可能な 近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

②たな卸資産 ②たな卸資産

 評価基準は原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）によって

おります。

 ａ．未成工事支出金 

   個別法による原価法 

 ｂ．材料貯蔵品 

   総平均法による原価法 

 ｃ．商品 

   移動平均法による原価法

 ａ．未成工事支出金 

   個別法による原価法 

 ｂ．材料貯蔵品 

   総平均法による原価法 

 ｃ．商品 

   移動平均法による原価法

───── （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。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。

 (2)重要なリース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

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

によっております。

─────

 (3)その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

───── ファイナンス・リース取引に係る収益

及び費用の計上基準

 リース料受取時に売上高と売上原価

を計上する方法によっております。
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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】

(会計方針の変更)

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）

───── 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、当連結会計年度から、「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（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

会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が会計基準の改正適用初年

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、引き続き通常の賃貸借取引に準じた会計処

理によっております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。

(8)【表示方法の変更】

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)

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）

「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員

会報告第14号 終改正平成19年７月４日）の改正に伴

い、前連結会計年度は、「現金及び預金」に含めて表

示しておりました譲渡性預金については、当連結会計

年度から「有価証券」として表示しております。 

 前連結会計年度 950百万円 

 当連結会計年度 650百万円

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「その他のたな卸資

産」として掲記されたものは、当連結会計年度から

「商品」「材料貯蔵品」に区分掲記しております。な

お、前連結会計年度の「その他のたな卸資産」に含ま

れる「商品」「材料貯蔵品」は、それぞれ477百万円、

350百万円であります。

（連結損益計算書）

───── 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「受取技術料」（当連結会計年度は0百万円）は、営業

外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会

計年度においては営業外収益の「その他」に含めて表

示しております。
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(9)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

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)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対する金額は、次の 

   とおりであります。

※１ 非連結子会社及び関連会社に対する金額は、次の 

   とおりであります。

    投資有価証券（株式）      121百万円     投資有価証券（株式）      121百万円  

※２ 下記の資産は、短期借入金の一部1,257百万円及び

   長期借入金の一部956百万円に対する債務の担保に

   供しております。

※２ 下記の資産は、短期借入金の一部1,203百万円及び 

   長期借入金の一部424百万円に対する債務の担保に 

   供しております。

    建物 1,076百万円 

    土地 1,461百万円 

    計  2,538百万円

    建物 1,037百万円 

    土地 1,461百万円 

    計  2,498百万円

(連結損益計算書関係)

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 販売費及び一般管理費 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１ 販売費及び一般管理費 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

     従業員給与手当      1,093百万円 

  賞与引当金繰入額      262百万円 

  役員賞与引当金繰入額     40百万円 

  退職給付費用         68百万円 

  役員退職慰労引当金繰入額   35百万円 

  貸倒引当金繰入額       49百万円

     従業員給与手当      1,097百万円 

  賞与引当金繰入額      183百万円 

  役員賞与引当金繰入額     35百万円 

  退職給付費用         131百万円 

  役員退職慰労引当金繰入額   47百万円 

  貸倒引当金繰入額       292百万円

※２ 研究開発費  ※２ 研究開発費    

    一般管理費及び工事原価に含まれる研究開発 

    費は122百万円であります。

    一般管理費及び工事原価に含まれる研究開発 

    費は167百万円であります。

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。           ─────

    機械、運搬具及び 

    工具器具備品          0百万円

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

    機械、運搬具及び 

    工具器具備品          0百万円

    機械、運搬具及び 

    工具器具備品          0百万円

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

    建物及び構築物          13百万円 

    機械、運搬具及び 

    工具器具備品          18百万円

    建物及び構築物           1百万円 

    機械、運搬具及び 

    工具器具備品           9百万円
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(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の取得による増加  8,645株 

  

 
  

 
  

   

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の取得による増加  38,655株 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 23,138,400 － － 23,138,400

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 526,497 8,645 － 535,142

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年６月22日 
定時株主総会

普通株式 226百万円 10円 平成19年３月31日 平成19年６月25日

平成19年11月８日 
取締役会

普通株式 113百万円 5円 平成19年９月30日 平成19年12月10日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年６月20日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 293百万円 13円 平成20年３月31日 平成20年６月23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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 23,138,400 － － 23,138,400

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 535,142 38,655 － 573,797
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３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年６月20日 
定時株主総会

普通株式 293百万円 13円 平成20年３月31日 平成20年６月23日

平成20年11月６日 
取締役会

普通株式 112百万円 5円 平成20年９月30日 平成20年12月８日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年６月19日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 225百万円 10円 平成21年３月31日 平成21年６月22日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

 

現金及び預金 3,377 百万円

預入期間３か月超の定期預金 △1,205 百万円

現金及び現金同等物 2,171 百万円

現金及び預金 2,033 百万円

預入期間３か月超の定期預金 △375 百万円

現金及び現金同等物 1,658 百万円
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 (注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各区分の主な事業内容 

 (1)建設事業  … 情報通信工事、土木・設備工事、建設用資材販売 

 (2)その他事業 … ネットワークソリューション、運輸業等 

 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1,818百万円は、提出会社本社の総務部

等管理部門に係る費用であります。 

 ４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産12,545百万円は、提出会社での余資運用資金（現金預

金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

 ５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額が含まれています。 

  

(セグメント情報)

１ 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)

建設事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

合 計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連 結 
(百万円)

Ⅰ 完成工事高及び営業損益

  完成工事高

 (1) 外部顧客に 
   対する完成工事高

52,273 7,807 60,081 ― 60,081

 (2) セグメント間の内部 
   完成工事高又は振替高

2 182 185 (185) ―

計 52,275 7,990 60,266
(185)

60,081

  営業費用 48,386 8,014 56,401 1,576 57,978

  営業利益又は 
  営業損失（△）

3,889 △24 3,864 (1,761) 2,103

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 28,105 6,933 35,038 12,316 47,355

  減価償却費 308 1,031 1,340 117 1,457

  資本的支出 412 805 1,217 65 1,283
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 (注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各区分の主な事業内容 

 (1)建設事業  … 情報通信工事、土木・設備工事、建設用資材販売 

 (2)その他事業 … ネットワークソリューション、運輸業等 

 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1,750百万円は、提出会社本社の総務部

等管理部門に係る費用であります。 

 ４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産10,731百万円は、提出会社での余資運用資金（現金預

金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

 ５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額が含まれています。 

  

  

 当連結会計年度（平成20年4月1日～平成21年3月31日）及び  

  前連結会計年度（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 

 本邦以外の国又は地域に支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

 当連結会計年度（平成20年4月1日～平成21年3月31日）及び  

  前連結会計年度（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 

 本邦以外の国又は地域における完成工事高がないため、該当事項はありません。 

  

  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)

建設事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

合 計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連 結 
(百万円)

Ⅰ 完成工事高及び営業損益

  完成工事高

 (1) 外部顧客に 
   対する完成工事高

48,915 7,867 56,783 ― 56,783

 (2) セグメント間の内部 
   完成工事高又は振替高

2 393 395 (395) ―

計 48,917 8,260 57,178 (395) 56,783

  営業費用 46,584 8,341 54,926 1,300 56,227

  営業利益又は 
  営業損失（△）

2,333 △80 2,252 (1,696) 555

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 25,713 7,262 32,976 10,452 43,428

  減価償却費 351 923 1,275 129 1,404

  資本的支出 322 313 635 68 704

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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（注）１ セグメント間取引については相殺消去しております。 

 ２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(生産、受注及び販売の状況)

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

 至 平成20年 3月31日） 至 平成21年 3月31日）

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

建設事業

情報通信工事 7,355 68.4 6,747 64.4

前
期
繰
越
受
注
高

土木・設備工事 2,834 26.3 3,043 29.0

建設用資材販売 － － － －

小計 10,189 94.7 9,791 93.4

その他事業

ネットワーク
ソリューション

566 5.3 686 6.6

運輸業等 － － － －

小計 566 5.3 686 6.6

合    計 10,756 100.0 10,478 100.0

建設事業

情報通信工事 38,846 64.9 34,271 62.4

当
期
受
注
高

土木・設備工事 7,474 12.5 7,147 13.0

建設用資材販売 5,553 9.3 5,486 10.0

小計 51,875 86.7 46,906 85.4

その他事業

ネットワーク
ソリューション

4,534 7.6 4,706 8.6

運輸業等 3,392 5.7 3,287 6.0

小計 7,927 13.3 7,994 14.6

合    計 59,803 100.0 54,900 100.0

建設事業

情報通信工事 39,454 65.7 35,703 62.9

完
成
工
事
高

土木・設備工事 7,265 12.1 7,724 13.6

建設用資材販売 5,553 9.2 5,486 9.6

小計 52,273 87.0 48,915 86.1

その他事業

ネットワーク
ソリューション

4,414 7.4 4,580 8.1

運輸業等 3,392 5.6 3,287 5.8

小計 7,807 13.0 7,867 13.9

合    計 60,081 100.0 56,783 100.0

建設事業

情報通信工事 6,747 64.4 5,315 61.8

次
期
繰
越
受
注
高

土木・設備工事 3,043 29.0 2,466 28.7

建設用資材販売 － － － －

小計 9,791 93.4 7,781 90.5

その他事業

ネットワーク
ソリューション

686 6.6 813 9.5

運輸業等 － － － －

小計 686 6.6 813 9.5

合    計 10,478 100.0 8,595 100.0
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（注）算定上の基礎 

   １．１株当たり純資産額 

  

 
  

   ２．１株当たり当期純利益 

  

 
  

(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 1,050円72銭 1,022円34銭

１株当たり当期純利益 52円42銭 14円74銭

潜在株式調整後 
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
利益については、潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。

同左

項目
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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 25,125 24,503

普通株式に係る純資産額（百万円） 23,749 23,068

差額の主な内訳（百万円）

 少数株主持分 1,376 1,435

普通株式の発行済株式数（千株） 23,138 23,138

普通株式の自己株式数（千株） 535 573

１株当たりの純資産額の算定に用いられた普通株
式の数（千株）

22,603 22,564

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)

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 1,185 333

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,185 333

普通株式の期中平均株式数（千株） 22,607 22,585
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該当事項はありません。 

  

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、退職給付関係等に

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。 

 なお、当該注記事項に関しては、平成21年6月24日提出予定の有価証券報告書に記載いたしますの

で、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示資料に関する電子開示システム」（ＥＤＩＮ

ＥＴ）でご覧いただくことができます。 

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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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 

現金及び預金 2,312 751 

受取手形 946 926 

完成工事未収入金 13,784 12,661 

売掛金 406 221 

有価証券 650 500 

未成工事支出金 3,172 2,702 

商品 － 51 

材料貯蔵品 398 264 

繰延税金資産 509 434 

未収還付法人税等 － 405 

その他 194 205 

貸倒引当金 △44 △38 

流動資産合計 22,331 19,084 

固定資産 

有形固定資産 

建物 6,293 6,321 

減価償却累計額 △3,055 △3,223 

建物（純額） 3,237 3,097 

構築物 830 849 

減価償却累計額 △639 △664 

構築物（純額） 191 184 

機械及び装置 628 570 

減価償却累計額 △586 △535 

機械及び装置（純額） 42 35 

車両運搬具 347 317 

減価償却累計額 △324 △297 

車両運搬具（純額） 23 19 

工具、器具及び備品 1,158 1,113 

減価償却累計額 △1,002 △960 

工具、器具及び備品（純額） 155 153 

土地 6,146 6,146 

リース資産 － 204 

減価償却累計額 － △23 

リース資産（純額） － 181 

建設仮勘定 14 0 

有形固定資産合計 9,812 9,818 

無形固定資産 

ソフトウエア 171 137 

その他 27 27 

無形固定資産合計 198 165 
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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 4,297 3,814 

関係会社株式 265 265 

長期貸付金 16 6 

従業員に対する長期貸付金 55 48 

破産更生債権等 222 515 

長期前払費用 3 2 

繰延税金資産 1,199 1,362 

その他 150 146 

貸倒引当金 △219 △512 

投資その他の資産合計 5,991 5,650 

固定資産合計 16,003 15,633 

資産合計 38,334 34,717 

負債の部 

流動負債 

工事未払金 5,375 5,165 

買掛金 367 199 

短期借入金 1,607 1,393 

リース債務 － 26 

未払法人税等 619 － 

未払消費税等 148 5 

未成工事受入金 479 288 

賞与引当金 974 665 

役員賞与引当金 33 25 

その他 551 290 

流動負債合計 10,157 8,059 

固定負債 

長期借入金 551 7 

リース債務 － 164 

退職給付引当金 4,595 4,225 

役員退職慰労引当金 231 154 

長期預り保証金 867 868 

固定負債合計 6,245 5,421 

負債合計 16,402 13,480 
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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 1,600 1,600 

資本剰余金 

資本準備金 1,667 1,667 

その他資本剰余金 288 288 

資本剰余金合計 1,955 1,955 

利益剰余金 

利益準備金 399 399 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 243 243 

別途積立金 13,095 13,095 

繰越利益剰余金 3,932 3,797 

利益剰余金合計 17,670 17,536 

自己株式 △337 △354 

株主資本合計 20,888 20,737 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,042 500 

評価・換算差額等合計 1,042 500 

純資産合計 21,931 21,237 

負債純資産合計 38,334 34,717 
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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 50,864 47,850 

完成工事原価 46,366 44,706 

完成工事総利益 4,498 3,144 

販売費及び一般管理費 2,641 2,881 

営業利益 1,856 262 

営業外収益 

受取利息 18 17 

有価証券利息 5 9 

受取配当金 113 103 

受取技術料 9 － 

受取地代家賃 103 101 

その他 39 41 

営業外収益合計 290 273 

営業外費用 

支払利息 36 31 

貸倒引当金繰入額 0 4 

割増退職金 6 － 

たな卸資産評価損 11 － 

たな卸資産処分損 9 － 

投資事業組合運用損 － 10 

その他 10 11 

営業外費用合計 74 58 

経常利益 2,072 478 

特別利益 

投資有価証券売却益 － 132 

補助金収入 43 － 

貸倒引当金戻入額 10 － 

その他 0 8 

特別利益合計 53 141 

特別損失 

固定資産除却損 30 10 

投資有価証券評価損 75 17 

その他 5 － 

特別損失合計 112 27 

税引前当期純利益 2,013 591 

法人税、住民税及び事業税 916 46 

法人税等調整額 △39 273 

法人税等合計 877 319 

当期純利益 1,135 271 
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 (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 1,600 1,600 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,600 1,600 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,667 1,667 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,667 1,667 

その他資本剰余金 

前期末残高 288 288 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 288 288 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,955 1,955 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,955 1,955 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 399 399 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 399 399 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 243 243 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 243 243 

別途積立金 

前期末残高 13,095 13,095 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 13,095 13,095 
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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 3,135 3,932 

当期変動額 

剰余金の配当 △339 △406 

当期純利益 1,135 271 

当期変動額合計 796 △134 

当期末残高 3,932 3,797 

利益剰余金合計 

前期末残高 16,874 17,670 

当期変動額 

剰余金の配当 △339 △406 

当期純利益 1,135 271 

当期変動額合計 796 △134 

当期末残高 17,670 17,536 

自己株式 

前期末残高 △332 △337 

当期変動額 

自己株式の取得 △4 △16 

当期変動額合計 △4 △16 

当期末残高 △337 △354 

株主資本合計 

前期末残高 20,096 20,888 

当期変動額 

剰余金の配当 △339 △406 

当期純利益 1,135 271 

自己株式の取得 △4 △16 

当期変動額合計 791 △151 

当期末残高 20,888 20,737 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 2,111 1,042 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,068 △542 

当期変動額合計 △1,068 △542 

当期末残高 1,042 500 

純資産合計 

前期末残高 22,208 21,931

当期変動額

剰余金の配当 △339 △406

当期純利益 1,135 271

自己株式の取得 △4 △16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,068 △542

当期変動額合計 △276 △694

当期末残高 21,931 21,237
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①新任監査役候補 
 監査役   津野 勝仁 
  
②退任予定監査役 
 監査役   藤原 靖司      

  
  

  

 (4)【継続企業の前提に関する注記】

   該当事項はありません。

6. その他

(1) 役員の異動（平成21年６月19日付予定）

(2) その他 

   該当事項はありません。
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