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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 3,153 △4.6 9 10.6 24 △15.8 27 △54.1
21年3月期第1四半期 3,306 ― 8 ― 28 ― 60 ―

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 2.44 ―
21年3月期第1四半期 5.32 ―

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 6,567 4,033 60.5 348.73
21年3月期 7,149 4,116 56.6 354.83

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,975百万円 21年3月期  4,045百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 6.00 6.00

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 6,000 △6.9 30 373.1 50 24.2 40 △45.8 3.51

通期 15,000 △3.1 270 △23.5 300 △28.5 250 △38.3 21.92



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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(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） 

(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 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる本資料の発表日現在における仮定
を前提としております。実際の業績等は、経済情勢、市場動向など様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 
なお、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【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関
する定性的情報をご覧下さい。 

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） 22年3月期第1四半期 11,467,250株 21年3月期  11,467,250株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  68,671株 21年3月期  66,574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 11,399,314株 21年3月期第1四半期 11,407,216株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な金融危機による景況感の悪化を受け、企業収

益の減少や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

 情報通信分野におきましても、企業の設備投資抑制や消費マインドの低下による光アクセス関連工事の伸びの鈍化

や情報通信事業者間における市場競争の拡大など、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況のもと当社グループの経営成績は、受注高は40億78百万円（前年同期比1.0％増）、完成工事高は

31億53百万円（同4.6％減）、経常利益は24百万円（同15.8％減）、四半期純利益は27百万円（同54.1％減）となり

ました。  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 建設事業 

電気通信設備工事 

 光アクセス関連工事等の受注及び完成工事高が当初計画通り順調に推移したことから、受注高は37億83百万円

（前年同期比4.6％増）、完成工事高は28億７百万円（同1.9％減）となりました。 

電気設備工事 

 ＩＴ関連工事の受注は順調に推移しておりますが、マンション電気工事等の減少により、当初想定していた受

注高を確保できなかったほか、工期延伸による完成時期の遅れ等により、受注高は１億87百万円（同45.1％

減）、完成工事高は２億47百万円（同33.2％減）となりました。 

上記の結果、建設事業の営業利益は１億５百万円（同5.5％増）となりました。 

② 情報システム事業 

 ソフトウエア開発の受注が好調であったほか、前連結会計年度から繰越となった栄養給食管理システム（ニュー

トリメイト）の引渡しにより、受注高は１億７百万円（同30.4％増）、完成工事高は98百万円（同34.5％増）とな

り、営業利益はソフトウエア開発の償却費が増加したため３百万円（同51.5％減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して５億82百万円減少し65億67百万円

となりました。主な要因は、前連結会計年度末に完成した工事に対する受取手形・完成工事未収入金の回収による減

少18億70百万円、現金預金の増加８億65百万円及び未成工事支出金の増加４億49百万円であります。 

負債総額につきましては、前連結会計年度末と比較して４億99百万円減少し25億33百万円となりました。主な要

因は、前連結会計年度末に完成した工事に対する工事未払金の減少３億75百万円及び賞与引当金の減少76百万円であ

ります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して82百万円減少し40億33百万円となり、自己資本比率は

60.5％となりました。主な要因は、剰余金の配当による利益剰余金の減少１億14百万円であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、９億37百万円となり、前

連結会計年度末に比べ８億65百万円の増加となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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10億６百万円（前年同期は18億72百万円の増加）であります。主な増加要因

は、売上債権の減少による資金の増加18億70百万円であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加４億36百万円及

び仕入債務の減少３億75百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果減少した資金は15百万円（前年同期は55百万円の減少）であります。主な要因は、固定資産の

取得による支出19百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は１億24百万円（前年同期は11億88百万円の減少）であります。主な要因は、配

当金の支払額１億13百万円及び短期借入金の返済10百万円であります。 

  

 平成21年５月12日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

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



 該当事項はありません。  

  

（簡便な会計処理） 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 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資産については、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する方法に

よっております。 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。  

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、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

認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

  

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

（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：千円）

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   

現金預金 937,804 71,836

受取手形・完成工事未収入金 1,829,059 3,699,296

未成工事支出金 1,080,339 630,752

材料貯蔵品 209,940 223,464

繰延税金資産 56,602 63,686

その他 98,584 124,147

貸倒引当金 △4,837 △10,452

流動資産合計 4,207,493 4,802,731

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 267,862 271,225

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 45,338 42,814

土地 1,575,542 1,575,542

リース資産（純額） 7,269 7,632

建設仮勘定 3,500 －

有形固定資産計 1,899,513 1,897,215

無形固定資産   

ソフトウエア 74,171 80,032

その他 3,695 2,033

無形固定資産計 77,867 82,066

投資その他の資産   

投資有価証券 338,892 322,669

長期貸付金 10,704 11,453

繰延税金資産 1,427 1,376

その他 101,953 102,687

貸倒引当金 △70,515 △70,815

投資その他の資産計 382,463 367,372

固定資産合計 2,359,844 2,346,653

資産合計 6,567,337 7,149,385



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,167,179 1,543,124

短期借入金 － 10,000

未払法人税等 6,835 38,384

未成工事受入金 161,954 168,901

賞与引当金 92,434 169,037

役員賞与引当金 － 21,000

受注損失引当金 2,000 －

その他 219,626 183,102

流動負債合計 1,650,029 2,133,550

固定負債   

長期未払金 420 445

退職給付引当金 783,528 800,626

役員退職慰労引当金 54,686 51,461

繰延税金負債 33,322 33,322

負ののれん 5,610 6,917

リース債務 5,953 6,307

固定負債合計 883,522 899,081

負債合計 2,533,551 3,032,631

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,049,362 1,049,362

資本剰余金 932,637 932,637

利益剰余金 2,114,484 2,200,628

自己株式 △13,558 △13,219

株主資本合計 4,082,925 4,169,409

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △107,846 △124,069

評価・換算差額等合計 △107,846 △124,069

少数株主持分 58,706 71,413

純資産合計 4,033,785 4,116,753

負債純資産合計 6,567,337 7,149,385



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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) 

完成工事高 3,306,514 3,153,738

完成工事原価 3,056,616 2,913,932

完成工事総利益 249,898 239,806

販売費及び一般管理費 241,636 230,671

営業利益 8,261 9,134

営業外収益   

受取利息 98 140

受取配当金 3,818 4,454

負ののれん償却額 2,348 2,348

受取地代家賃 － 6,299

その他 14,590 2,023

営業外収益合計 20,856 15,266

営業外費用   

支払利息 303 46

貸倒引当金繰入額 － 100

その他 15 10

営業外費用合計 318 157

経常利益 28,800 24,244

特別利益   

固定資産売却益 577 －

貸倒引当金戻入額 27,031 6,015

特別利益合計 27,609 6,015

特別損失   

固定資産売却損 － 15

固定資産除却損 776 4,493

役員退職慰労金 850 －

特別損失合計 1,626 4,509

税金等調整前四半期純利益 54,783 25,750

法人税、住民税及び事業税 4,217 3,562

法人税等調整額 △2,206 7,032

法人税等合計 2,011 10,595

少数株主損失（△） △7,957 △12,706

四半期純利益 60,729 27,862



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 54,783 25,750

減価償却費 16,921 19,261

のれん償却額 △1,307 △1,307

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,085 △5,915

賞与引当金の増減額（△は減少） △43,676 △76,602

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 △21,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） 6,300 2,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,101 △17,098

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,875 3,225

有形固定資産売却損益（△は益） △565 15

有形固定資産除却損 776 1,253

無形固定資産売却損益（△は益） △12 －

受取利息及び受取配当金 △3,917 △4,594

支払利息 303 46

売上債権の増減額（△は増加） 2,838,919 1,870,237

たな卸資産の増減額（△は増加） △196,027 △436,063

仕入債務の増減額（△は減少） △524,260 △375,945

未成工事受入金の増減額（△は減少） △111,965 △6,946

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,170 △10,428

その他 △74,221 70,381

小計 1,889,818 1,036,270

利息及び配当金の受取額 3,917 4,594

利息の支払額 △1,716 △78

法人税等の支払額 △19,851 △34,468

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,872,167 1,006,317

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 △5,747 △7,948

有形固定資産の売却による収入 650 －

無形固定資産の取得による支出 △33,989 △11,075

無形固定資産の売却による収入 6 1

貸付けによる支出 △17,200 △500

貸付金の回収による収入 1,223 3,848

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,056 △15,673

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 650,000 －

短期借入金の返済による支出 △1,770,000 △10,000

自己株式の取得による支出 △332 △339

配当金の支払額 △68,415 △113,992

その他 － △343

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,188,748 △124,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 628,362 865,968

現金及び現金同等物の期首残高 91,337 71,836

現金及び現金同等物の四半期末残高 719,699 937,804



 該当事項はありません。 

  

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）及び当第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） 

 全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計に占める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。  

  

 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）及び当第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） 

 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。  

   

 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）及び当第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） 

 海外売上高がないため、記載しておりません。  

   

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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〕

（６）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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