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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 48,195 △5.9 △223 ― △154 ― △1,480 ―
20年3月期 51,215 △7.9 △69 ― 71 △95.6 △1,855 ―

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 △36.72 ― △9.8 △0.5 △0.5
20年3月期 △46.02 ― △10.5 0.2 △0.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △33百万円 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 30,810 14,647 45.8 349.96
20年3月期 36,420 16,933 44.5 402.21

（参考） 自己資本   21年3月期  14,110百万円 20年3月期  16,219百万円

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 1,334 391 △2,118 1,894
20年3月期 △812 △1,073 991 2,265

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 8.00 322 △17.4 1.8
21年3月期 ― ― ― 4.00 4.00 161 △10.9 1.1
22年3月期 

（予想）
― ― ― 4.00 4.00 50.4

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

19,700 △0.1 △100 ― 1 ― 1 △93.3 0.02

通期 47,700 △1.0 300 ― 350 ― 320 ― 7.94
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 40,353,080株 20年3月期 40,353,080株
② 期末自己株式数 21年3月期  31,554株 20年3月期  27,546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 47,582 △5.6 △38 ― 328 △13.7 △1,357 ―
20年3月期 50,420 △9.3 269 △82.6 380 △77.8 △1,254 ―

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 △33.66 ―
20年3月期 △31.12 ―

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 29,897 13,844 46.3 343.36
20年3月期 34,470 15,832 45.9 392.61

（参考） 自己資本 21年3月期  13,844百万円 20年3月期  15,832百万円

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予想と異なる可能性があります。 
 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下 
 
さい。 

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

19,500 0.8 △130 ― △40 ― △10 ― △0.25

通期 47,100 △1.0 220 ― 290 △11.6 340 ― 8.43
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

  ①当期の経営成績 

    当連結会計年度におけるわが国の経済は、世界的な金融危機が深刻化し実体経済に影響を与

え、企業収益が大幅に減少するなど景気は急速な悪化が続き、厳しい状況で推移しました。 

    情報通信分野におきましては、固定通信市場では、光アクセスサービスの拡大や既存固定電

話から光ＩＰ電話への移行が進むとともに、様々な事業者により映像配信など多様なサービス

が展開されております。移動通信市場では、普及率が高まり成熟期を迎えるなか、お客様の獲

得やサービスの更なる向上など事業者間のサービス・価格競争が熾烈になっております。 

    こうした中、当社グループは、新たな経営理念・ビジョンを策定するなど抜本的な経営改革

に着手し、昨年６月に利益責任を持つ４つの事業本部に組織を再編成するとともに、ＫＡＩＺ

ＥＮ活動の推進や多能な人材の育成などによる生産性向上に取り組みました。 

    通期の売上高につきましては、主要部門の情報通信や電気設備関連ともに国内の建設投資が

低調であったことから４８１億９千５百万円（対前年同期比９４．１％）となりました。 

    ＫＡＩＺＥＮ活動を推進するなど生産性の向上に努めてまいりましたが、原材料価格ならび

に外注労務費の高騰による影響をカバーできず、営業損失２億２千３百万円、経常損失１億５

千４百万円となりました。 

    また、外注体制再編費用、減損損失等の特別損失を計上したため、当期純損失は１４億８千

万円となりました。 

 

事業の区分別概況は次のとおりであります。 

  （ＮＴＴ事業） 

光アクセス網（フレッツ光）を利用した地上デジタル放送の再送信サービス（フレッツ・テ

レビ）開始に伴う工事の新規受注など業容の拡大を図りました。しかしながら配信エリアの

限定やＢフレッツ申込みの伸び悩みなどの影響によりアクセス系工事が減少しました。 

また、ＦＯＭＡエリアの品質向上を目的とするＮＴＴドコモの無線基地局工事は増加しまし

たが、インビルディングシステム（ＩＭＣＳ）工事の規模が縮小し、当期のＮＴＴエンジニ

アリング事業については、工事受注高は３７１億３千９百万円（前期比１０９．６%）、完成

工事高は３２２億８百万円（前期比９３．９％）となりました。 

  （キャリア事業） 

主力のモバイル系通信事業会社の計画変更により、通信基地局建設工事の発注が延期され

るなどの影響があり、当期の受注高は４５億６千万円（前期比７４．１％）、完成工事高は４

２億２千万円（前期比６８．１％）となりました 

  （ＩＣＴ事業） 

ネットワーク（LAN、WAN）工事関連のエンジニアリング業務、PBX 等のテレフォニー系のソ

リューション業務、コンタクトセンター構築及びその付帯系業務の受注など新たな事業分野

の領域拡大につとめましたが、年度後半の景気後退の影響もあり、当期の受注高は３０億３

千万円（前期比９５．４%）、完成工事高は３２億９千万円（前期比１０３．１%）となりま

した。 

  （総合システム事業） 

公共事業分野については、引き続き公共投資の減少傾向が続いており、民間事業分野につ

いても急速な金融危機の影響から建設・不動産産業の連鎖倒産が増加するなど厳しい事業環

境にありましたが、営業部門と工事部門を連携させた営工一体化の推進や得意先を絞り込ん

だ営業を実施したことなどにより、当期の受注高は９１億３百万円（前期比１０８．６％）、
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完成工事高は８４億７千６百万円（前期比１１２．４％）となりました。 

 

   ②次期の見通し 

今後のわが国経済の見通しにつきましては、景気の悪化が当面続くものと思われますが、在

庫調整が進展するにつれ、悪化のテンポが緩やかになっていくことが期待されます。 

当社の主要得意先である日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）グループは、次世代ネットワーク

サービス（ＮＧＮ）を中心としたブロードバンド・ユビキタス市場の開拓など情報流通の発

展に向けた新たな事業の拡大を計画しております。 

このような状況のもと、当社グループは、子会社・協力会社における施工体制を再構築し、

重層構造によるムダを排除し原価低減を図るとともに、管理部門のスリム化や地方支店の統

廃合、業務のシステム化による効率化など、経営基盤の強化に努めてまいります。 

平成２２年３月期の連結予想につきましては、完成工事高４７７億円（前期比９９．０％）、

営業利益３億円、経常利益３億５千万円、当期純利益３億２千万円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

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および現金同等物（以下「資金」という。）は１８億９千万

４百万円となり、前連結会計年度末より３億７千万円減少しました。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） 

     営業活動の結果増加した資金は、１３億３千４百万円（前年同期は８億１千２百万円の資

金減少）となりました。これは主に税金等調整前当期純損失１４億８千４百万円と売上債権

の減少２４億２千３百万円、未成工事支出金の減少１２億４千４百万円、仕入債務の減少１

３億３百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果増加した資金は、３億９千万円（前年同期は１０億７千３百万円の資金減

少）となりました。これは主に貸付金の回収による収入５億７千４百万円、定期預金の解

約による収入４億２千５百万円および無形固定資産の取得による支出３億６千７百万円に

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     財務活動の結果減少した資金は、２１億１千８百万円（前年同期は９億９千１百万円の資

金増加）となりました。これは主に短期借入金の減少１４億９千１百万円、配当金の支払

額３億２千１百万円によるものであります。 

 

（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、情報通信分野の急速な変革に備え、企業体質の強化・充実をはかるため、内部留保

に意を用いるとともに、財務状況、利益水準等を総合的に勘案し、株主の皆様への還元を重視

した安定的でかつ継続的な配当を行うことを基本方針としております。 

当期の利益配当金につきましては、１株につき６円を予定しておりましたが、当期連結業

績が損失を計上したため、１株につき４円を予定しております。 

次期の利益配当金につきましては、前記いたしました利益配分に関する基本方針に基づき

実施してまいります。 

 

（４）事業等のリスク 

   ①特定取引先への依存に伴うリスク 
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5  

  当社グループは、国内最大手の電気通信事業者である NTT 東西会社を主要な取引先とした

電気通信設備工事事業が中心であり、当社の売上高に占める NTT グループの割合は、５０％

を超えております。 

当社は、電気・空調・衛生設備工事の総合システム事業、コモンキャリア向けのキャリア

事業、ＩＣＴソリューション関連事業など事業の多角化を進めておりますが、NTT グループ

各社の設備投資の動向等によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

   ②安全品質に関するリスク 

当社グループでは、「人間尊重」の経営理念のもと、人身事故、設備サービス事故を発生

させないよう「安全衛生マネジメントシステム」、「品質マネジメントシステム」を業務に導

入するとともに、グループ会社を含めた社員安全研修などを実施し、工事の安全・品質管理

にグループをあげて取り組んでおります。 

しかしながら、万が一、事故を発生させた場合、各取引先からの信用を失うとともに、

受注活動に制約を受けるなど当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 当社の企業集団は、当社、子会社５社及び関連会社４社で構成され、情報通信設備・電気設備工事

を主な内容として、更にこれに関連する公衆電話機用施設建設・保守、また、これら各事業に関連す

る警備業務、その他サービス等の事業活動を展開いたしております。 

 当企業集団の事業系統図は次のとおりです。   

 

 

 

得  意  先  

 

 

 工事委託 

  

 

         警備業務等提供       工事受注・施工 

 

サービス業務 

当  社 

情報通信設備・電気設備工事 
連結子会社 

㈱公共電話サービス 

子会社 

 日本トヨコム（株） 

連結子会社 

 東栄電設工業㈱ 

 ㈱東電通ｴﾝｼﾞﾆｱﾘ  

ﾝｸﾞ西日本 

 東電通ﾃｸﾉ ｽ㈱

（注）   

 

関連会社 

 ㈱トスコム 

 ㈱東亜テレコム 

 光洋通信㈱ 

持分法適用関連会社 

 日本産業㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）東電通テクノス（株）は平成２１年２月２４日設立 
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３．経 営 方 針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、事業の公共性を認識し、情報通信分野、電気設備分野を中心とした事業活

動を通じて、多様化する高度情報通信ネットワーク社会の発展に貢献することを経営の基本方

針としております。 

    当社の保有する IT 技術と豊富な施工実績を基に、高度化するニーズに応える安全で高品質

の設備、システム・サービスを提供することにより、社会の進歩と環境の保全に貢献し、「株

主」「お客様」「取引先等」から信頼され、発展し続ける企業をめざしてまいります。 

 

（２）会社の対処すべき課題 

情報通信分野におきましては、今後も各事業者間の厳しい競争が展開され、引き続き厳しい

経営環境が想定されますが、当社にとっては、業績の回復が最大の課題と考えております。 

このため、当社グループは効率的な施工体制への構造改革、協力会社と一体になったＫＡＩ

ＺＥＮ活動の推進、組織の統廃合と人員の効率的配置、業務のシステム化による効率化などを

強力に推進し、利益の出せる企業体質への変革を行い、経営基盤の安定・強化を図ってまいり

ます。 

    また、「労働安全衛生マネジメントシステム」「品質マネジメントシステム」の日常業務での

活用を図り、工事の安全、品質の管理に取り組んでまいります。 
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４．連結財務諸表等 
（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 3,111 2,314

受取手形 323 429

完成工事未収入金 12,790 10,324

未成工事支出金 4,860 3,615

その他のたな卸資産 79 208

繰延税金資産 446 705

その他 1,244 1,233

貸倒引当金 △276 △581

流動資産合計 22,579 18,251

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 5,006 4,891

機械、運搬具及び工具器具備品 1,405 1,123

土地 5,950 5,555

減価償却累計額 △3,106 △2,895

リース資産 － 39

有形固定資産合計 9,255 8,717

無形固定資産   

ソフトウエア 183 422

リース資産 － 17

電話加入権 46 46

その他 0 0

無形固定資産合計 229 487

投資その他の資産   

投資有価証券 2,631 2,130

破産更生債権等 0 1

繰延税金資産 102 23

その他 2,878 2,236

貸倒引当金 △1,256 △1,038

投資その他の資産合計 4,355 3,354

固定資産合計 13,841 12,559

資産合計 36,420 30,810

㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信
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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 1,315 1,503

工事未払金 6,347 4,857

短期借入金 4,051 2,560

1年内返済予定の長期借入金 75 －

リース債務 － 13

未払法人税等 41 83

未払消費税等 43 41

未成工事受入金 1,160 1,112

預り金 84 79

完成工事補償引当金 18 14

賞与引当金 686 608

役員賞与引当金 38 18

その他 768 800

流動負債合計 14,629 11,692

固定負債   

長期借入金 1,000 1,000

リース債務 － 46

再評価に係る繰延税金負債 1,556 1,397

退職給付引当金 2,136 1,877

役員退職慰労引当金 130 119

負ののれん 33 30

固定負債合計 4,857 4,470

負債合計 19,487 16,163

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,800 3,800

資本剰余金 2,305 2,305

利益剰余金 7,589 6,001

自己株式 △8 △9

株主資本合計 13,686 12,097

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 280 △24

土地再評価差額金 2,252 2,037

評価・換算差額等合計 2,532 2,013

少数株主持分 713 536

純資産合計 16,933 14,647

負債純資産合計 36,420 30,810

㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信
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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) 

売上高   

完成工事高 51,215 48,195

売上原価   

完成工事原価 47,232 44,820

完成工事総利益 3,983 3,375

販売費及び一般管理費 4,052 3,598

営業損失（△） △69 △223

営業外収益   

受取利息配当金 76 69

負ののれん償却額 16 19

持分法による投資利益 2 －

受取保険金 101 66

その他 21 27

営業外収益合計 219 182

営業外費用   

支払利息 76 67

持分法による投資損失 － 33

貸倒引当金繰入額 1 8

その他 － 3

営業外費用合計 78 113

経常利益又は経常損失（△） 71 △154

特別利益   

固定資産売却益 － 2

投資有価証券売却益 177 10

貸倒引当金戻入額 4 －

その他 － 0

特別利益合計 181 13

特別損失   

固定資産除却損 10 16

減損損失 10 394

役員退職慰労金 － －

過年度役員退職慰労引当金繰入額 453 －

貸倒損失 － 46

貸倒引当金繰入額 925 86

たな卸資産除却損 347 －

外注体制再編費用 － 633

その他 94 165

特別損失合計 1,842 1,342

税金等調整前当期純損失（△） △1,589 △1,484

法人税、住民税及び事業税 45 55

㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信
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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) 

過年度法人税等追徴税額 － 19

法人税等調整額 271 △131

法人税等合計 316 △55

少数株主利益又は少数株主損失（△） △49 52

当期純損失（△） △1,855 △1,480

㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信
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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 3,800 3,800

当期末残高 3,800 3,800

資本剰余金   

前期末残高 2,305 2,305

当期末残高 2,305 2,305

利益剰余金   

前期末残高 9,761 7,589

当期変動額   

剰余金の配当 △322 △322

当期純利益 △1,855 △1,480

土地再評価差額金の取崩 6 215

当期変動額合計 △2,172 △1,588

当期末残高 7,589 6,001

自己株式   

前期末残高 △7 △8

当期変動額   

自己株式の取得 △1 0

当期変動額合計 △1 0

当期末残高 △8 △9

株主資本合計   

前期末残高 15,860 13,686

当期変動額   

剰余金の配当 △322 △322

当期純利益 △1,855 △1,480

自己株式の取得 △1 0

土地再評価差額金の取崩 6 215

当期変動額合計 △2,173 △1,589

当期末残高 13,686 12,097

 ㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信

12



(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 1,006 280

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △726 △304

当期変動額合計 △726 △304

当期末残高 280 △24

土地再評価差額金   

前期末残高 2,258 2,252

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 △215

当期変動額合計 △6 △215

当期末残高 2,252 2,037

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,265 2,532

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △732 △519

当期変動額合計 △732 △519

当期末残高 2,532 2,013

少数株主持分   

前期末残高 768 713

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △54 △177

当期変動額合計 △54 △177

当期末残高 713 536

純資産合計   

前期末残高 19,893 16,933

当期変動額   

剰余金の配当 △322 △322

当期純利益 △1,855 △1,480

自己株式の取得 △1 0

土地再評価差額金の取崩 6 215

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △787 △696

当期変動額合計 △2,960 △2,285

当期末残高 16,933 14,647

 ㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信
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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 △1,589 △1,484

減価償却費 256 399

負ののれん償却額 △16 △19

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,196 86

賞与引当金の増減額（△は減少） 41 △78

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20 △20

退職給付引当金の増減額（△は減少） △454 △258

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 130 △11

受取利息及び受取配当金 △76 △69

支払利息 76 67

有形固定資産売却損益（△は益） － △2

有形固定資産除却損 10 16

減損損失 10 394

持分法による投資損益（△は益） △2 33

投資有価証券評価損益（△は益） 6 43

有価証券売却損益（△は益） △177 △10

関係会社株式評価損 － 16

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － △0

ゴルフ会員権評価損 37 27

貸倒損失 － 13

売上債権の増減額（△は増加） 747 2,423

未成工事支出金の増減額（△は増加） △66 1,244

たな卸資産の増減額（△は増加） △0 △129

仕入債務の増減額（△は減少） △658 △1,303

未成工事受入金の増減額（△は減少） 455 △48

その他の流動資産の増減額（△は増加） 307 △34

その他の流動負債の増減額（△は減少） △315 17

前払年金費用の増減額（△は増加） △225 △17

破産更生債権等の増減額（△は増加） 0 0

未収消費税等の増減額（△は増加） △87 63

未払消費税等の増減額（△は減少） △174 △2

その他 43 0

小計 △545 1,359

利息及び配当金の受取額 76 69

利息の支払額 △74 △66

法人税等の支払額 △270 △27

営業活動によるキャッシュ・フロー △812 1,334

 ㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信
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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) 

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 △294 －

定期預金の払戻による収入 － 425

有形固定資産の取得による支出 △220 △110

有形固定資産の売却による収入 － 7

無形固定資産の取得による支出 △99 △367

出資金の払込による支出 － △0

出資金の回収による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △90 △110

投資有価証券の売却による収入 247 65

貸付けによる支出 △886 △142

貸付金の回収による収入 283 574

投資その他の資産の増減額（△は増加） △12 52

その他 － △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,073 391

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 470 △1,491

長期借入れによる収入 1,000 －

長期借入金の返済による支出 △150 △75

自己株式の取得による支出 △1 △0

リース債務の返済による支出 － △0

配当金の支払額 △324 △321

少数株主への配当金の支払額 △4 △229

財務活動によるキャッシュ・フロー 991 △2,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △894 △392

現金及び現金同等物の期首残高 3,160 2,265

連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び
現金同等物の増加額

－ 21

現金及び現金同等物の期末残高 2,265 1,894

 ㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信
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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事項 

① 連結の範囲に関する事項 

   連 結子会社 ４社  東栄電設工業㈱、㈱東電通ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ西日本、東電通テクノス㈱、 

㈱公共電話サービス 

   非連結子会社 １社  日本トヨコム㈱ 

 ㈱東電通エンジニアリング西日本につきましては、平成20年7月1日に日本電設㈱と東電工事㈱が合

併して商号変更いたしました。 

また、東電通テクノス㈱につきましては、平成21年2月24日に設立され当連結会計年度より連結子会

社に含めております。 

非連結子会社につきましては、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連

結の範囲から除いております。  

 ② 持分法の適用に関する事項 

持分法適用関連会社 １社   日本産業㈱ 

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社 

非連結子会社日本トヨコム㈱及び関連会社、㈱トスコム、㈱東亜テレコム、光洋通信㈱はそれぞれ当期

純損益（持分に見合う額）及び利益余剰金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連

結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外

しております。 

関連会社東電工事㈱は、１に記載の通り日本電設㈱と合併して㈱東電通エンジニアリング西日本となり

ました。 

なお、持分法の適用会社は、決算日が連結決算日と異なっているため、当該会社の事業年度に係る財務

諸表を使用しております。 

 ③ 会計処理基準に関する事項 

  ａ）重要な資産の評価基準及び評価方法 

    ｱ.たな卸資産 

     未成工事支出金……………個別法による原価法（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） 

     材料貯蔵品…………………最終仕入原価法による原価法（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） 

「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）を当連結会計年度より適用し、従来の原価法か

ら収益性の低下により簿価を切下げの方法による原価法に変更しておりま

す。この変更に伴う当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

    ｲ.有価証券  

     その他有価証券 

      時価のあるもの…………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、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しております。） 

      時価のないもの…………移動平均法による原価法  

  b）重要な減価償却資産の減価償却方法 

ｱ.有形固定資産（リース資産を除く）……定率法を採用しております。ただし、平成１０年４月１日以降

取得した建物（建物付属設備は除く）については、定額法によっ

ております。 

16  

 



㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信 

 

ｲ.無形固定資産（リース資産を除く）……定額法を採用しております。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）に基づく定額法を採

用しております。 

ｳ.リース資産………………所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

                   自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

                  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

                   リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 

                  （会計方針の変更） 

                 「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

る会計基準の適用指針」(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)を当連結会計年度より適用

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

法に順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。 

                （借手側） 

                 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順じた会計処理を引き続き採用しており

ます。 

（貸手側） 

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、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。 

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順じた会計処理を引き続き採用しており

ます。 

この結果従来の方法によった場合に比べて、リース投資資産が流動資産に153百万

円計上され、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失は、同額減少しており

ます。 

 

  ｃ）重要な引当金の計上基準 

ｱ.貸倒引当金………………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率によ 

            り、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回 

            収不能見込額を計上しております。 

ｲ.完成工事補償引当金……完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高 

            に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。 

ｳ.賞与引当金………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連

結会計年度に見合う分を計上しております。 

ｴ.役員賞与引当金…………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結

会計年度に見合う分を計上しております。 

ｵ.退職給付引当金…………従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及 

            び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認 

            められる額を計上しております。なお、会計基準変更時差異（９，１３２百 

            万円）については、１５年による定額法により按分した額を費用処理してお 

            ります。過去勤務債務の額の処理については、発生時の従業員の平均残存勤 

            務期間以内の一定の年数（１０年）による定額法により按分した額を費用 

            処理しております。数理計算上の差異は各連結会計年度の発生時における 
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            従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）による定額法により 

                  按分した額を発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

ｶ.役員退職慰労引当金……役員の退職慰労金の支給に充てるため、規程に基づく連結会計年度末要支給額

を計上しております。  

 

  ｄ）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

     完成工事高の計上基準………完成工事高の計上は、工事完成基準を採用しておりますが、長期・大型 

                  工事（工期１年以上、請負金額５億円以上、出来高５０％以上）につい 

                  ては、工事進行基準を適用しております。なお、当連結会計年度において 

                  工事進行基準に該当する工事は、ありませんでした。 

     消費税等の会計処理…………消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

          

 ④連結キャッシュ・フロー計算書関係 

    連結キャッシュフロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預 

   金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内 

   に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

         

 

 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 

 ① 連結貸借対照表関係 

  有形固定資産の減価償却累計額  2,895百万円

 

  ② 連結キャッシュ・フロー計算書関係 

  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 

 

当連結会計年度 前連結会計年度 
 

（平成２１年３月３１日現在） （平成２０年３月３１日現在）

現金及び預金勘定 2,314 百万円  3,111 百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △420 百万円  △845 百万円 

現金及び現金同等物 1,894 百万円  2,265 百万円 

     

  ③ セグメント情報 

   ｱ.事業の種類別セグメント情報 

     設備工事業が、売上高基準および営業損益基準において、いずれも９０％超であるため、事業の種 

     類別セグメント情報の記載を省略しております。 

   ｲ.所在地別セグメント情報 

      該当事項はありません。 

   ｳ.海外売上高 

      該当事項はありません。  

 

④リース取引関係 ⑤関連当事者との取引 ⑥税効果会計関係 ⑦有価証券関係 

⑧デリバティブ取引関係 ⑨退職給付関係 

   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 

開示を省略いたします。 
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（１株当たり情報） 

           

当連結会計年度 前連結会計年度 

項目 （自 平成20年4月1日 

   至 平成21年3月31日） 

（自 平成19年4月1日 

   至 平成20年3月31日） 

１株当たり純資産額 349.96円 402.21円

36.72円 46.02円１株当たり当期純損失 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、１株当たり当期純損

失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、１株当たり当期純損

失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

（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。 

 

 １株当たり当期純利益 

当連結会計年度 前連結会計年度 

項目 （自 平成20年4月1日 

 至 平成21年3月31日） 

（自 平成19年4月1日 

至 平成20年3月31日）

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) △1,480 △ 1,855

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) △1,480 △ 1,855

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 40,323 40,327

 

 

（重要な後発事象） 

平成 21 年 4 月 20 日開催の取締役会において、平成 21 年 5 月 1日に株式会社武田通信の株式の全株を

取得し、連結子会社とすることを決議致しました。 

１．株式の取得理由 

    当社は、情報通信設備・電気設備工事を中心として事業活動を展開してまいりました。  

今回全株式を取得いたします株式会社武田通信は、情報通信設備工事の施工事業を展開しており、同社の

株式を取得し同社の経営基盤を強化することにより、当社グループの生産性向上と安定的な施工体制の構

築を図るものであります。 

  ２．異動する子会社の概要 

(１)商 号 ： 株式会社武田通信  

(２)代表者： 武田雅彦   

(３)所在地： 千葉県香取市昭和町イ１７６番地  

(４)設立： 昭和３５年４月  

(５)主な事業の内容 ： 情報通信設備工事の施工  

(６)決 算 期 ： ９月末日  

(７)従業員数 ： ６４名  

(８) 主な事業所： 本社  

(９)資本金 ： ２０百万円  

(10)発行済株式総数 ： ４００株 

 ３．最近事業年度における業績の動向 
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 平成１９年９月期 平成２０年９月期 

売上高 1,798百万円 1,806百万円 

経常利益 5百万円 △22百万円 

当期利益 5百万円 △22百万円 

総資産 400百万円 384百万円 

純資産 266百万円 244百万円 
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（参考資料） 

連結工事高比較  

                                                                    （単位：百万円） 

      期  別

事 業 別 

平成２０年３月期 

（19.4.1～20.3.31） 

平成２１年３月期 

（20.4.1～21.3.31） 
増 減 比 

Ｎ Ｔ Ｔ 事 業 5,363 ( 43.0%) 4,949 ( 38.5%)  △  7.7% 

キ ャ リ ア 事 業 879 (  7.0%) 833 (  6.5%)  △  5.2% 

Ｉ Ｃ Ｔ 事 業 377 (  3.0%) 365 (  2.8%)  △  3.0% 

総合システム事業 5,862 ( 47.0%) 6,706 ( 52.2%)     14.4% 

前

期

繰

越

高 

計 12,481 (100.0%) 12,855 (100.0%)  3.0% 

Ｎ Ｔ Ｔ 事 業 33,875 ( 65.7%) 37,139 ( 69.0%)  9.6% 

キ ャ リ ア 事 業 6,154 ( 11.9%) 4,560 (  8.5%)  △ 25.9% 

Ｉ Ｃ Ｔ 事 業 3,178 (  6.2%) 3,030 (  5.6%)  △  4.6% 

総合システム事業 8,382 ( 16.2%) 9,103 ( 16.9%)  8.6% 

当

期

受

注

高 

計 51,589 (100.0%) 53,833 (100.0%)  4.3% 

Ｎ Ｔ Ｔ 事 業 39,238 ( 61.2%) 42,088 ( 63.1%)  7.3% 

キ ャ リ ア 事 業 7,033 ( 11.0%) 5,394 (  8.1%)  △ 23.3% 

Ｉ Ｃ Ｔ 事 業 3,555 (  5.5%) 3,396 (  5.1%)  △  4.5% 

総合システム事業 14,244 ( 22.2%) 15,809 ( 23.7%) 11.0% 

合

 

 

計 

計 64,071 (100.0%) 66,688 (100.0%)      4.1% 

Ｎ Ｔ Ｔ 事 業 34,288 ( 67.0%) 32,208 ( 66.8%)  △  6.1% 

キ ャ リ ア 事 業 6,199 ( 12.1%) 4,220 (  8.8%)  △ 31.9% 

Ｉ Ｃ Ｔ 事 業 3,190 (  6.2%) 3,290 (  6.8%)  3.1% 

総合システム事業 7,538 ( 14.7%) 8,476 ( 17.6%) 12.4% 

完

成

工

事

高 

計 51,215 (100.0%) 48,195 (100.0%)  △  5.9% 

Ｎ Ｔ Ｔ 事 業 4,949 ( 38.5%) 9,880 ( 53.4%) 99.6% 

キ ャ リ ア 事 業 833 (  6.5%) 1,173 (  6.3%) 40.7% 

Ｉ Ｃ Ｔ 事 業 365 (  2.8%) 105 (  0.6%)  △ 71.0% 

総合システム事業 6,706 ( 52.2%) 7,332 ( 39.7%)  9.3% 

次

期

繰

越

高 

計 12,855 (100.0%) 18,492 (100.0%) 43.9% 

(注）（ ）内は構成比率であります。    

  組織再編成に伴い、平成２１年３月期第２四半期より新たな事業別区分で記載しております。 
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５．財務諸表等 
（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 1,862 1,530

受取手形 323 429

完成工事未収入金 12,701 10,274

未成工事支出金 4,591 3,582

材料貯蔵品 22 170

短期貸付金 85 －

関係会社短期貸付金 － 102

前払費用 82 98

繰延税金資産 449 707

未収入金 860 708

その他 71 65

貸倒引当金 △282 △586

流動資産合計 20,769 17,083

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,728 4,641

減価償却累計額 △1,764 △1,776

建物（純額） 2,964 2,864

構築物 253 229

減価償却累計額 △216 △198

構築物（純額） 37 31

機械及び装置 463 328

減価償却累計額 △266 △215

機械及び装置（純額） 197 113

車両運搬具 91 67

減価償却累計額 △87 △65

車両運搬具（純額） 3 2

工具器具 496 362

減価償却累計額 △474 △349

工具器具（純額） 21 13

備品 340 343

減価償却累計額 △270 △255

備品(純額) 69 87

土地 5,930 5,618

リース資産 － 39

有形固定資産合計 9,224 8,770

無形固定資産   

ソフトウエア 180 419

㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信
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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) 

リース資産 － 17

電話加入権 43 44

その他 0 0

無形固定資産合計 224 480

投資その他の資産   

投資有価証券 2,070 1,571

関係会社株式 184 581

出資金 3 2

長期貸付金 362 140

従業員長期貸付金 5 1

関係会社長期貸付金 804 435

破産更生債権等 0 －

長期未収入金 370 436

関係会社長期未収入金 347 173

差入保証金 179 160

前払年金費用 676 694

繰延税金資産 106 29

その他 408 344

貸倒引当金 △1,267 △1,005

投資その他の資産合計 4,252 3,562

固定資産合計 13,701 12,814

資産合計 34,470 29,897

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,297 1,494

工事未払金 6,858 5,153

短期借入金 3,108 2,560

1年内返済予定の長期借入金 75 －

リース債務 － 13

未払金 538 516

未払費用 88 126

未払法人税等 40 69

未払消費税等 43 35

未成工事受入金 1,145 1,107

預り金 81 76

完成工事補償引当金 13 9

賞与引当金 645 564

役員賞与引当金 20 －

流動負債合計 13,957 11,728

㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信
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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) 

固定負債   

長期借入金 1,000 1,000

リース債務 － 46

再評価に係る繰延税金負債 1,556 1,397

退職給付引当金 2,009 1,776

役員退職慰労引当金 114 104

固定負債合計 4,680 4,324

負債合計 18,638 16,052

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,800 3,800

資本剰余金   

資本準備金 2,305 2,305

資本剰余金合計 2,305 2,305

利益剰余金   

利益準備金 740 740

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 627 624

別途積立金 6,670 5,170

繰越利益剰余金 △839 △800

利益剰余金合計 7,199 5,734

自己株式 △8 △9

株主資本合計 13,296 11,830

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 283 △23

土地再評価差額金 2,252 2,037

評価・換算差額等合計 2,535 2,013

純資産合計 15,832 13,844

負債純資産合計 34,470 29,897

㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信
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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 50,420 47,582

完成工事原価 46,502 44,441

完成工事総利益 3,918 3,140

販売費及び一般管理費   

役員報酬 144 108

従業員給料手当 1,445 1,287

役員退職慰労引当金繰入額 31 4

賞与引当金繰入額 146 123

役員賞与引当金繰入額 20 －

退職給付費用 215 224

法定福利費 207 194

福利厚生費 34 25

修繕維持費 4 5

事務用品費 80 73

通信交通費 172 153

動力用水光熱費 16 17

調査研究費 1 7

広告宣伝費 37 37

貸倒引当金繰入額 286 76

交際費 32 27

寄付金 9 6

地代家賃 36 37

減価償却費 169 166

租税公課 145 142

保険料 32 30

諸会費 62 55

技術研究費 194 226

雑費 118 146

販売費及び一般管理費合計 3,648 3,178

営業利益又は営業損失（△） 269 △38

営業外収益   

受取利息 8 14

受取配当金 50 331

保険配当金 101 66

その他 19 19

営業外収益合計 179 431

㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信
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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) 

営業外費用   

支払利息 56 56

貸倒引当金繰入額 12 8

その他 － 0

営業外費用合計 68 65

経常利益 380 328

特別利益   

固定資産売却益 － 2

投資有価証券売却益 177 10

貸倒引当金戻入額 4 －

その他 － 0

特別利益合計 181 13

特別損失   

固定資産除却損 10 16

減損損失 10 394

役員退職慰労金 － －

過年度役員退職慰労引当金繰入額 436 －

関係会社株式評価損 99 －

貸倒引当金繰入額 925 44

貸倒損失 － 46

外注体制再編費用 － 559

子会社株式評価損 － 546

その他 91 160

特別損失合計 1,574 1,768

税引前当期純損失（△） △1,012 △1,426

法人税、住民税及び事業税 44 42

過年度法人税等追徴税額 － 19

法人税等調整額 198 △131

法人税等合計 242 △69

当期純損失（△） △1,254 △1,357

㈱東電通（1955）平成２１年３月期決算短信
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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 3,800 3,800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,800 3,800

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,305 2,305

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,305 2,305

資本剰余金合計   

前期末残高 2,305 2,305

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,305 2,305

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 740 740

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 740 740

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 630 627

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △3 △3

当期変動額合計 △3 △3

当期末残高 627 624

別途積立金   

前期末残高 6,110 6,670

当期変動額   

別途積立金の積立 560 △1,500

当期変動額合計 560 △1,500

当期末残高 6,670 5,170

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,288 △839

当期変動額   

別途積立金の積立 △560 1,500
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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) 

剰余金の配当 △322 △322

当期純利益 △1,254 △1,357

固定資産圧縮積立金の取崩 3 3

土地再評価差額金の取崩 6 215

当期変動額合計 △2,128 38

当期末残高 △839 △800

利益剰余金合計   

前期末残高 8,770 7,199

当期変動額   

別途積立金の積立 0 0

剰余金の配当 △322 △322

当期純利益 △1,254 △1,357

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 0 0

土地再評価差額金の取崩 6 215

当期変動額合計 1,571 △1,464

当期末残高 7,199 5,734

自己株式   

前期末残高 △7 △8

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △8 △9

株主資本合計   

前期末残高 14,868 13,296

当期変動額   

剰余金の配当 △322 △322

当期純利益 △1,254 △1,357

自己株式の取得 △1 △0

土地再評価差額金の取崩 6 215

当期変動額合計 △1,572 △1,465

当期末残高 13,296 11,830
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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 1,006 283

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △722 △307

当期変動額合計 △722 △307

当期末残高 283 △23

土地再評価差額金   

前期末残高 2,258 2,252

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 △215

当期変動額合計 △6 △215

当期末残高 2,252 2,037

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,264 2,535

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △729 △522

当期変動額合計 △729 △522

当期末残高 2,535 2,013

純資産合計   

前期末残高 18,133 15,832

当期変動額   

剰余金の配当 △322 △322

当期純利益 △1,254 △1,357

自己株式の取得 △1 △0

土地再評価差額金の取崩 6 215

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △729 △522

当期変動額合計 △2,301 △1,987

当期末残高 15,832 13,844
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（４）（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（５）重要な後発事象 

平成 21 年 2 月 13 日開催の取締役会において、平成 21 年 4 月 1 日を期して当社 100％出資子

会社東栄電設工業株式会社を吸収合併することを決議致しました。本合併は、当社においては

会社法 796 条第 3項の規定に基づく簡易合併であります。 

①．合併の目的 

東栄電設工業株式会社は、東電通の１００％出資子会社として昭和３８年７月設立以降、当社が受注し

た電気通信設備工事の施工並びに施工管理を主たる業務として事業展開を図って参りましたが、近年の工

事量の減少に加え、受注単価の値下がり等、今後更に厳しい経営環境が想定されます。  

このことから、今般、グループ内における経営資源の集中による効率的な組織運営を図るため、平成２

１年４月１日を効力発生日として同社を吸収合併することといたします。 

②．合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、東栄電設工業株式会社は解散いたします。  

③．最近事業年度における業績の動向 

    
 平成２０年３月期 平成２１年３月期 

売上高 8,026百万円 8,312百万円

経常損失 269百万円 275百万円

当期損失 622百万円 14百万円

総資産 2,454百万円 1,162百万円

純資産 △535百万円 13百万円
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（参考資料） 

部門別工事高比較  

                                                                    （単位：百万円） 

      期  別

事 業 別 

平成２０年３月期 

（19.4.1～20.3.31） 

平成２１年３月期 

（20.4.1～21.3.31） 
増 減 比 

Ｎ Ｔ Ｔ 事 業 5,325 ( 42.8%) 4,945 ( 38.5%)  △  7.1% 

キ ャ リ ア 事 業 879 (  7.1%) 833 (  6.5%)  △  5.2% 

Ｉ Ｃ Ｔ 事 業 377 (  3.0%) 365 (  2.8%)  △  3.0% 

総合システム事業 5,853 ( 47.1%) 6,694 ( 52.1%)     14.4% 

前

期

繰

越

高 

計 12,434 (100.0%) 12,839 (100.0%)  3.3% 

Ｎ Ｔ Ｔ 事 業 33,167 ( 65.3%) 36,553 ( 68.7%) 10.2% 

キ ャ リ ア 事 業 6,133 ( 12.1%) 4,554 (  8.6%)  △ 25.7% 

Ｉ Ｃ Ｔ 事 業 3,178 (  6.2%) 3,013 (  5.7%)  △  5.2% 

総合システム事業 8,343 ( 16.4%) 9,110 ( 17.1%)  9.1% 

当

期

受

注

高 

計 50,825 (100.0%) 53,231 (100.0%)  4.7% 

Ｎ Ｔ Ｔ 事 業 38,492 ( 60.8%) 41,498 ( 62.8%)  7.8% 

キ ャ リ ア 事 業 7,012 ( 11.1%) 5,388 (  8.2%)  △ 23.2% 

Ｉ Ｃ Ｔ 事 業 3,555 (  5.6%) 3,378 (  5.1%)  △  5.0% 

総合システム事業 14,200 ( 22.4%) 15,804 ( 23.9%) 11.3% 

合

 

 

計 

計 66,259 (100.0%) 66,070 (100.0%)      4.4% 

Ｎ Ｔ Ｔ 事 業 33,547 ( 66.5%) 31,618 ( 66.4%)  △  5.8% 

キ ャ リ ア 事 業 6,179 ( 12.3%) 4,214 (  8.9%)  △ 31.8% 

Ｉ Ｃ Ｔ 事 業 3,190 (  6.3%) 3,277 (  6.9%)  2.8% 

総合システム事業 7,506 ( 14.9%) 8,471 ( 17.8%) 12.9% 

完

成

工

事

高 

計 50,422 (100.0%) 47,582 (100.0%)  △  5.6% 

Ｎ Ｔ Ｔ 事 業 4,945 ( 38.5%) 9,880 ( 53.4%) 99.8% 

キ ャ リ ア 事 業 833 (  6.5%) 1,173 (  6.3%) 40.9% 

Ｉ Ｃ Ｔ 事 業 365 (  2.8%) 100 (  0.5%)  △ 72.4% 

総合システム事業 6,694 ( 52.1%) 7,332 ( 39.7%)  9.5% 

次

期

繰

越

高 

計 12,839 (100.0%) 18,487 (100.0%) 44.0% 

(注）（ ）内は構成比率であります。    

  組織再編成に伴い、平成２１年３月期第２四半期より新たな事業別区分で記載しております。 
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６．その他 

（１）役員の異動（平成２１年６月２６日付） 

  ①代表者の異動 

   代表取締役会長      島津 佳弘 （現 代表取締役社長） 

    代表取締役社長      西村 憲一 （現 代表取締役副社長） 

  ②その他の役員の異動 

   新任監査役候補 

    監査役          若林  忠 （現 顧問） 

   退任予定取締役 

    現 取締役        北見  進 （非常勤顧問 就任予定） 

    現 取締役        長澤 勝輝 （日本トヨコム株式会社 代表取締役社長 就任予定） 

   退任予定監査役     

 現 監査役        山﨑 桓三郎 

   昇格予定 

    常務取締役        山岸 善和 （現 取締役 総合システム事業本部副本部長） 

 




