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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 18,824 △8.5 160 △75.0 227 △67.4 56 △84.6

21年3月期第1四半期 20,568 ― 644 ― 697 ― 369 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 1.28 ―

21年3月期第1四半期 8.26 ―

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

22年3月期第1四半期 57,472 43,116 73.5 946.21
21年3月期 60,710 43,307 69.9 950.08

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  42,261百万円 21年3月期  42,437百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

9.00 ― 9.00 18.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は3ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は4ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想は、本資料の発表日現在において入手している情報に基づき判断した予想であり、実際の業績は予想と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 44,915,329株 21年3月期  44,915,329株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  251,506株 21年3月期  248,052株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 44,665,215株 21年3月期第1四半期 44,694,835株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退を背景として、企業収益の大幅な悪化に

ともなう設備投資や住宅建設の大幅な減少、雇用情勢の悪化などにより、在庫調整の進展による生産の持ち直しが

見られるものの、依然として厳しい状況が続きました。 

 情報通信分野では、次世代通信網のサービス拡大や自治体による情報通信基盤の整備が広がりを見せております

ものの、住宅建設の減少や個人消費意欲の減退にともない光ファイバー通信回線サービスの純増数が伸び悩むなど

需要が減少するとともに、通信事業者からのコストダウン要求も一層厳しくなってきました。 

 こうした状況のもと、当社グループは、お客様である通信事業者の要求にお応えするため、品質・納期・コスト

競争力の改善とともに、新たな需要に応えるための技術者育成に注力してまいりました。 

当社グループの連結業績につきましては、受注高は211億60百万円（前年同期比86.9％）、売上高は188億24百

万円（前年同期比91.5％）、経常利益は2億27百万円（前年同期比32.6％）、四半期純利益は56百万円（前年同期

比15.4％）となりました。 

  

（資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における資産残高は574億72百万円（前連結会計年度末607億10百万円）となりまし

た。受取手形及び売掛金が回収され減少した一方で、現金及び預金や仕掛品が増加しております。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債残高は143億56百万円（前連結会計年度末174億2百万円）となりまし

た。支払手形及び買掛金などが減少しております。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産残高は431億16百万円（前連結会計年度末433億7百万円）となりま

した。配当金の支払により減少しております。 

  

  

 景気後退を背景とする経営環境の変化に対応して、当社グループでは、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ているところです。連結業績予想につきましては、現時点においては、平

成21年５月13日に公表しました業績予想を変更しておりません。  

  

該当事項はありません。 

  

1.簡便な会計処理 

たな卸資産の評価方法 

 商品及び製品、原材料及び貯蔵品については、当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関して、

実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定しております。 

  

2.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算  

 税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的

に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、当該見積実効税率を

用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を用いた計算をしてお

ります。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用



売上高及び売上原価の計上基準の変更 

請負工事及び受注制作ソフトウェアに係る売上高の計上基準は、従来、長期大型契約（契約期間１年超かつ

契約金額１億円以上）については企業会計原則注解７に規定する工事進行基準を、その他については完成（引

渡）基準を適用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18

号 平成19年12月27日）を適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第１四半期連結会計期

間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合は進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、

その他は完成基準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。 

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,812 12,900

受取手形及び売掛金 14,510 22,826

商品及び製品 36 48

仕掛品 6,708 4,664

原材料及び貯蔵品 373 350

その他 2,166 2,062

貸倒引当金 △13 △20

流動資産合計 39,594 42,831

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,300 7,301

その他（純額） 4,801 4,938

有形固定資産合計 12,102 12,239

無形固定資産 603 619

投資その他の資産 5,171 5,020

固定資産合計 17,877 17,879

資産合計 57,472 60,710

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,651 9,622

未払法人税等 169 992

賞与引当金 904 1,534

その他の引当金 72 134

その他 2,259 1,665

流動負債合計 11,058 13,948

固定負債   

長期借入金 6 6

再評価に係る繰延税金負債 745 745

退職給付引当金 2,123 2,131

役員退職慰労引当金 278 420

その他 143 149

固定負債合計 3,297 3,454

負債合計 14,356 17,402



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 3,153 3,153

利益剰余金 38,422 38,767

自己株式 △177 △175

株主資本合計 45,201 45,549

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15 △179

土地再評価差額金 △2,889 △2,889

為替換算調整勘定 △35 △42

評価・換算差額等合計 △2,940 △3,111

少数株主持分 854 870

純資産合計 43,116 43,307

負債純資産合計 57,472 60,710



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 20,568 18,824

売上原価 18,191 16,848

売上総利益 2,377 1,976

販売費及び一般管理費 1,732 1,815

営業利益 644 160

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 25 23

負ののれん償却額 25 4

持分法による投資利益 － 22

その他 14 18

営業外収益合計 68 71

営業外費用   

支払利息 0 0

会員権売却損 － 1

持分法による投資損失 7 －

その他 6 3

営業外費用合計 14 5

経常利益 697 227

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 5

その他 － 1

特別利益合計 － 6

特別損失   

投資有価証券評価損 4 34

特別退職金 2 4

特別損失合計 6 38

税金等調整前四半期純利益 691 195

法人税等 325 130

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 7

四半期純利益 369 56



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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