
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 協和エクシオ 上場取引所 東 

コード番号 1951 URL http://www.exeo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 石川 國雄

問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員財務部長 （氏名） 鈴木 喜晶 TEL 03-5778-1106
四半期報告書提出予定日 平成21年8月7日

配当支払開始予定日 ―

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 49,979 △10.9 1,077 △61.3 1,375 △58.0 761 △58.0

21年3月期第1四半期 56,066 ― 2,782 ― 3,273 ― 1,815 ―

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 7.18 6.65
21年3月期第1四半期 17.11 15.85

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 162,658 102,290 59.2 908.02
21年3月期 179,555 101,878 53.3 903.15

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  96,300百万円 21年3月期  95,788百万円

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 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

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

117,500 △5.0 5,000 △24.3 5,300 △23.9 3,000 △20.9 28.29

通期 284,000 △1.4 16,400 △13.1 16,900 △13.3 9,700 3.3 91.46
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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) 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【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） 

(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 

 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大きく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 117,812,419株 21年3月期  117,812,419株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  11,757,110株 21年3月期  11,752,170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 106,057,212株 21年3月期第1四半期 106,109,472株
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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 

情報通信分野におきましては、固定と移動、通信と放送の融合や、インターネットを活用した新たな通信サー

ビスの拡大など、「スマート・ユビキタスネット社会」の実現に向けた通信技術の多様化・高度化が進展してお

ります。 

景気後退の影響により企業のＩＴ投資が低水準で推移するなか、通信事業者におきましては、ＮＴＴグループ

によるＮＧＮの展開、光アクセス網の整備、移動通信のバージョンアップなど、設備投資が底堅く進められてお

ります。 

このような事業環境のもと当社グループは、技術者の育成・確保、施工の上流下流への事業領域拡大、グルー

プトータルでの利益体質の作り込みなど、「エクシオグループトータルの経営強化による成長基盤の確立」に取

り組んでおります。 

当第１四半期連結会計期間における事業別の概況は、次のとおりであります。 

①エンジニアリングソリューション 

ＮＣＣ及び自治体からの受注は順調に推移しましたが、ＮＴＴグループ向け通信工事及び環境・社会インフラ

関連工事の減少により、受注高・完成工事高ともに減少しました。 

   ②システムソリューション 

企業のＩＴ投資が低水準で推移しており、受注高・完成工事高ともに減少しました。 

当第１四半期連結会計期間の経営成績につきましては、受注高は652億７千万円（前年同期比86.3％）、完成工

事高は499億７千９百万円（前年同期比89.1％）となりました。損益面につきましては、営業利益は10億７千７百

万円（前年同期比38.7％）、経常利益は13億７千５百万円（前年同期比42.0％）、四半期純利益は７億６千１百

万円（前年同期比42.0％）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末と比べ168億９千７百万円減少し、1,626億５千８百万円とな

りました。これは主に受取手形・完成工事未収入金の減少によるものであります。 

当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ173億９百万円減少し、603億６千７百万円となりまし

た。これは主に支払手形・工事未払金及び未払法人税等の減少によるものであります。 

当第１四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ４億１千２百万円増加し、1,022億９千万円となりま

した。これは主にその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における業績は予定通り推移しておりますので、平成21年５月12日に公表しました

業績予想に変更はありません。 

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） 

該当事項はありません。 

（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 

税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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。

（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 

  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。 

これによる完成工事高及び損益への影響は軽微であります。 
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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   

現金預金 5,656 6,317

受取手形・完成工事未収入金 36,765 72,127

有価証券 22,108 20,001

未成工事支出金等 29,992 21,097

その他 7,498 6,975

貸倒引当金 △100 △202

流動資産合計 101,920 126,317

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,317 12,239

土地 25,544 23,333

その他（純額） 1,630 2,565

有形固定資産計 45,491 38,138

無形固定資産 3,132 3,244

投資その他の資産   

その他 14,763 14,524

貸倒引当金 △2,649 △2,670

投資その他の資産計 12,113 11,854

固定資産合計 60,737 53,238

資産合計 162,658 179,555

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 19,381 28,729

未払法人税等 802 5,120

未成工事受入金 7,249 5,087

引当金 1,161 1,226

その他 8,361 14,098

流動負債合計 36,955 54,263

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 15,000 15,000

退職給付引当金 5,367 5,515

その他の引当金 686 1,019

負ののれん 164 204

その他 2,192 1,673

固定負債合計 23,411 23,413

負債合計 60,367 77,677
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（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 6,888 6,888

資本剰余金 5,959 5,959

利益剰余金 91,263 91,184

自己株式 △8,498 △8,494

株主資本合計 95,612 95,537

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 687 250

評価・換算差額等合計 687 250

新株予約権 207 181

少数株主持分 5,782 5,908

純資産合計 102,290 101,878

負債純資産合計 162,658 179,555
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（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) 

完成工事高 56,066 49,979

完成工事原価 48,750 44,435

完成工事総利益 7,316 5,544

販売費及び一般管理費 4,533 4,467

営業利益 2,782 1,077

営業外収益   

受取利息 50 50

受取配当金 103 89

貸倒引当金戻入額 133 112

負ののれん償却額 68 41

その他 236 95

営業外収益合計 593 389

営業外費用   

支払利息 4 4

投資損失引当金繰入額 31 49

貸倒損失 32 －

その他 33 37

営業外費用合計 102 91

経常利益 3,273 1,375

税金等調整前四半期純利益 3,273 1,375

法人税等 1,541 696

少数株主損失（△） △83 △82

四半期純利益 1,815 761
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（３）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 
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