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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） 

22年3月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載してお
りません。 

(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 15,144 △3.6 △241 ― △120 ― △89 ―
21年3月期第1四半期 15,711 ― 121 ― 269 ― 124 ―

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 △1.49 ―
21年3月期第1四半期 2.07 2.06

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 56,218 31,694 52.8 496.72
21年3月期 61,564 31,862 48.3 497.63

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  29,706百万円 21年3月期  29,756百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

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

33,500 8.5 700 235.4 900 119.1 500 402.0 8.36

通期 72,000 △0.9 1,700 △3.0 1,950 △1.2 1,100 79.4 18.39
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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、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） 

(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。 

(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 
 上記に記載した予想は、本資料の発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の実績は、今後様々な要因によって異なる
結果となる可能性があることをご承知おきください。 
 なお、上記の業績予想に関する事項は、４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」をご覧ください。 

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 65,962,988株 21年3月期  65,962,988株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  6,158,278株 21年3月期  6,167,430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 59,800,993株 21年3月期第1四半期 60,009,478株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、国内外

での個人消費や民間需要の低迷、雇用情勢の悪化など依然として先行き不透明な状況が続いておりま

す。 

 当社グループの事業に大きく関係する情報通信分野では、ＮＧＮ（次世代ネットワーク）のエリア拡

大とともに、ひかり電話や映像配信など光アクセスを活用したサービスが拡がりを見せております。通

信事業者各社ではサービス拡充のための設備投資が実施されており、当社グループにとって受注機会の

拡大となっている一方で、価格面での競争が激しさを増しており、厳しい受注環境が続いております。

 当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、受注高は169億84百万円（前年同四半期比

87.9%）、売上高は151億44百万円（前年同四半期比96.4％）となりました。利益面では、原価率の上昇

により、営業損失は2億41百万円（前年同四半期は1億21百万円の利益）、経常損失は1億20百万円（前

年同四半期は2億69百万円の利益）、四半期純損失は89百万円（前年同四半期は1億24百万円の利益）と

なりました。 

 なお、当社グループの業績の特性は、第４四半期の売上高の割合が大きいのに対し、間接原価等の共

通経費は１年を通じて恒常的に発生することから、第１四半期から第３四半期までは売上高に対する費

用負担が大きくなる傾向があります。 

 事業の種類別セグメント別の業績は次のとおりであります。 

(セグメント別の概況) 

①通信建設事業 

 移動通信関連工事をはじめとするＮＴＴインフラ以外の工事受注が低調で、受注高は前年同期に比

べて減少しましたが、売上高は光アクセス工事が堅調に推移したことで、前年同期に比べて増加しま

した。一方、利益面では、受注単価低下や工事原価中の固定費率の上昇等により、営業損失となりま

した。 

②情報サービス事業 

 景気悪化に伴う企業等の情報投資抑制の影響から、受注高・売上高ともに前年同期に比べて減少

し、営業損失となりました。 

③住宅不動産事業 

 戸建住宅の販売が順調で、受注高は前年同期に比べて増加しましたが、主だった販売物件の完成が

第２四半期以降であることや、マンションの販売物件数が前年同期より少なかったことなどから、売

上高は前年同期に比べて減少し、営業損失となりました。 

④リース他事業 

 民間設備投資抑制の影響により、半導体製造装置の設置・保守事業、人材派遣事業、通信機器製造

事業等において受注環境が厳しくなっており、受注高・売上高ともに前年同期に比べて減少し、営業

損失となりました。 

【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

日本電話施設㈱(1956) 平成22年３月期第１四半期決算短信
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 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金が16億82百万円増加しましたが、売上債権の

回収が進んだことにより受取手形・完成工事未収入金等が41億76百万円、工事進行基準の適用により未

成工事支出金が29億62百万円減少した結果、54億66百万円減少の275億50百万円となりました。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、有形固定資産が減価償却等により1億94百万円減少しまし

たが、株価上昇等により投資有価証券が5億9百万円増加した結果、1億20百万円増加の286億67百万円と

なりました。 

   

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、短期借入金が26億88百万円、支払手形・工事未払金等が15

億8百万円、賞与引当金が6億68百万円減少した結果、52億65百万円減少の118億81百万円となりまし

た。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、退職金の支払等により退職給付引当金が79百万円減少しま

したが、長期借入金が1億34百万円増加した結果、87百万円増加の126億41百万円となりました。 

  

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、その他有価証券評価差額金が3億36百万円増加しました

が、配当金2億99百万円の支払、四半期純損失89百万円の計上があり、1億67百万円減少の316億94百万

円、自己資本比率は52.8%となりました。  

  

 現時点では、平成21年5月15日に公表しました平成22年3月期（第２四半期連結累計期間及び通期）の

連結業績予想については、変更ありません。 

  
  

  

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 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③ 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。 

④ 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
る方法によってます。 
 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ので、前連結会計年度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。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

 （資産）

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（連結の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

日本電話施設㈱(1956) 平成22年３月期第１四半期決算短信
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 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、長期大型工事（工期１年以上、かつ請負金額４

億円以上）については工事進行基準を、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）が適用されたことに伴い、当第１四半期連結会計期間の期首に存在する工事契約を含む全

ての工事契約において当第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（工事進捗率の見積りは主として原価比例法）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。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結会計期間に係る完成工事高は1,678

百万円増加し、営業損失及び経常損失がそれぞれ3百万円増加し、税金等調整前四半期純損失が109百

万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

(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

日本電話施設㈱(1956) 平成22年３月期第１四半期決算短信
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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   

現金及び預金 7,304 5,621

受取手形・完成工事未収入金等 13,700 17,876

リース債権及びリース投資資産 2,188 2,159

有価証券 115 115

未成工事支出金 155 3,118

仕掛品 24 108

仕掛販売用不動産 954 1,564

販売用不動産 688 187

商品 112 97

材料貯蔵品 740 763

繰延税金資産 727 812

その他 872 636

貸倒引当金 △34 △43

流動資産合計 27,550 33,017

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,048 5,039

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 2,608 2,717

土地 8,633 8,633

貸与資産（純額） 238 333

建設仮勘定 1 －

有形固定資産合計 16,530 16,725

無形固定資産 683 664

投資その他の資産   

投資有価証券 8,582 8,072

長期貸付金 185 209

繰延税金資産 1,487 1,697

その他 1,301 1,280

貸倒引当金 △102 △102

投資その他の資産合計 11,454 11,157

固定資産合計 28,667 28,547

資産合計 56,218 61,564

日本電話施設㈱(1956) 平成22年３月期第１四半期決算短信
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,335 4,843

短期借入金 5,421 8,110

未払法人税等 65 256

未成工事受入金 146 159

賞与引当金 882 1,550

役員賞与引当金 － 36

工事損失引当金 111 94

その他 1,918 2,095

流動負債合計 11,881 17,147

固定負債   

長期借入金 6,651 6,516

退職給付引当金 4,179 4,258

役員退職慰労引当金 358 349

その他 1,452 1,429

固定負債合計 12,641 12,554

負債合計 24,523 29,702

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,676 5,676

資本剰余金 4,425 4,425

利益剰余金 20,664 21,053

自己株式 △2,058 △2,062

株主資本合計 28,707 29,092

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 999 663

評価・換算差額等合計 999 663

新株予約権 122 126

少数株主持分 1,865 1,979

純資産合計 31,694 31,862

負債純資産合計 56,218 61,564

日本電話施設㈱(1956) 平成22年３月期第１四半期決算短信
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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) 

売上高   

完成工事高 12,574 12,618

兼業事業売上高 3,137 2,526

売上高合計 15,711 15,144

売上原価   

完成工事原価 11,127 11,553

兼業事業売上原価 2,753 2,199

売上原価合計 13,881 13,752

売上総利益   

完成工事総利益 1,446 1,064

兼業事業総利益 383 327

売上総利益合計 1,830 1,391

販売費及び一般管理費 1,708 1,632

営業利益又は営業損失（△） 121 △241

営業外収益   

受取利息 8 4

受取配当金 101 91

受取賃貸料 19 22

持分法による投資利益 15 26

その他 47 39

営業外収益合計 192 184

営業外費用   

支払利息 43 39

その他 1 24

営業外費用合計 45 63

経常利益又は経常損失（△） 269 △120

特別利益   

前期損益修正益 2 0

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 4 －

貸倒引当金戻入額 16 11

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － 112

その他 1 －

特別利益合計 26 125

特別損失   

前期損益修正損 5 6

固定資産処分損 20 0

その他 1 0

特別損失合計 26 7

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

268 △2

法人税、住民税及び事業税 88 49

法人税等調整額 74 133

法人税等合計 163 183

少数株主損失（△） △19 △95

四半期純利益又は四半期純損失（△） 124 △89
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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) 

 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) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、連結損益計算書の売上集計区分を勘案している。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

(1) 通信建設事業………電気通信設備工事、電気設備工事、一般土木工事、その他建設工事全般に関する事業

(2) 情報サービス事業…情報システムの開発、運用、保守及びネットワークのコンサルティングに関する事業

(3) 住宅不動産事業……マンション・戸建分譲販売、ビル管理、不動産賃貸および不動産取引に関する事業 

(4) リース他事業………リース・レンタルに関する事業、半導体製造装置等の設置・保守サービス及び通信機

器・ＯＡ機器の製造・販売・修理他 

３ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」  

 当第１四半期連結会計期間から「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)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価

切下げの方法)に変更している。これに伴い、従来の方法に比べ、当第１四半期連結会計期間の営業利益

は、通信建設事業は13百万円、住宅不動産事業は0百万円、リース他事業は0百万円それぞれ減少している。

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

通信建設 
事業 

(百万円)

情報
サービス 
事業 

(百万円)

住宅不動産
事業 

(百万円)

リース他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

12,574 949 501 1,686 15,711 ─ 15,711

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6 0 0 440 447 (447) ─

計 12,580 949 501 2,126 16,159 (447) 15,711

営業利益又は営業損失(△) 102 2 5 △ 0 109 12 121
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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) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、連結損益計算書の売上集計区分を勘案している。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

(1) 通信建設事業………電気通信設備工事、電気設備工事、一般土木工事、その他建設工事全般に関する事業

(2) 情報サービス事業…情報システムの開発、運用、保守及びネットワークのコンサルティングに関する事業

(3) 住宅不動産事業……マンション・戸建分譲販売、ビル管理、不動産賃貸および不動産取引に関する事業 

(4) リース他事業………リース・レンタルに関する事業、半導体製造装置等の設置・保守サービス及び通信機

器・ＯＡ機器の製造・販売・修理他 

３ 「工事契約に関する会計基準」 

「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」に記載のとおり、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」を適用している。これに伴い、従来の方法に比べ、通信

建設事業では売上高が1,705百万円増加し、営業損失は7百万円増加している。情報サービス事業では売上高

が22百万円増加し、営業損失は1百万円減少している。また、リース他事業では売上高が48百万円減少し、営

業損失は2百万円減少している。 

  

  

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） 

 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。 

  

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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満で重要性がないため、記載を省略しております。 

  

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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満で重要性がないため、記載を省略しております。 

  

  

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) 

 該当事項はありません。 

通信建設 
事業 

(百万円)

情報
サービス 
事業 

(百万円)

住宅不動産
事業 

(百万円)

リース他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

12,618 879 274 1,372 15,144 ― 15,144

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

16 0 0 443 460 (460) ―

計 12,634 879 274 1,816 15,604 (460) 15,144

営業利益又は営業損失(△) △ 185 △ 39 △ 5 △ 23 △ 252 11 △ 241

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(5) 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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6. その他の情報

１．受 注 高

（単位：百万円）
                  前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

        期 別 自平成20年４月１日 自平成21年４月１日 増減金額 対前期比
至平成20年６月30日 至平成21年６月30日 (△は減)

部門別    金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％ 

通信建設事業 16,131 83.5 14,105 83.1 △ 2,025 87.4

情報サービス事業 1,189 6.1 1,061 6.2 △ 128 89.2

住宅不動産事業 250 1.3 320 1.9 69 127.9

リース他事業 1,752 9.1 1,497 8.8 △ 255 85.4

計 19,324 100.0 16,984 100.0 △ 2,340 87.9

（注）記載金額は百万円未満を切捨表示してあります。

２．売 上 高

（単位：百万円）
                  前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

        期 別 自平成20年４月１日 自平成21年４月１日 増減金額 対前期比
至平成20年６月30日 至平成21年６月30日 (△は減)

部門別    金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％ 

通信建設事業 12,574 80.0 12,618 83.3 43 100.3

情報サービス事業 949 6.1 879 5.8 △ 70 92.6

住宅不動産事業 501 3.2 274 1.8 △ 227 54.7

リース他事業 1,686 10.7 1,372 9.1 △ 313 81.4

計 15,711 100.0 15,144 100.0 △ 567 96.4

（注）記載金額は百万円未満を切捨表示してあります。

３．受 注 残 高

（単位：百万円）
                  前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

        期 別 自平成20年４月１日 自平成21年４月１日 増減金額 対前期比
至平成20年６月30日 至平成21年６月30日 (△は減)

部門別    金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％ 

通信建設事業 13,102 84.5 11,826 83.0 △ 1,275 90.3

情報サービス事業 356 2.3 282 2.0 △ 73 79.3

住宅不動産事業 16 0.1 86 0.6 70 527.5

リース他事業 2,038 13.1 2,056 14.4 18 100.9

計 15,513 100.0 14,252 100.0 △ 1,261 91.9

（注）記載金額は百万円未満を切捨表示してあります。
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