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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 4,996 △9.0 △18 ― 11 △91.3 59 △17.2

21年3月期第1四半期 5,490 ― 86 ― 131 ― 72 ―

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 4.57 ―

21年3月期第1四半期 5.41 ―

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 15,539 8,183 52.6 627.32
21年3月期 16,846 8,187 48.5 624.80

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,171百万円 21年3月期  8,171百万円

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）

― ― 10.00 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  有  
 

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

11,000 △7.8 50 △70.4 100 △57.9 125 △43.0 9.57

通期 28,400 9.8 650 22.4 740 21.3 500 77.0 38.23

－1－



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、５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、５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 

１．平成21年5月15日に公表いたしました業績予想は、本資料において修正しております。 
２．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後様々な要因により、上記予想数値と異なる場合
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 13,428,000株 21年3月期  13,428,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  365,820株 21年3月期  314,309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 13,066,495株 21年3月期第1四半期 13,327,622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、一部の景気指標が下げ止まりつつあるものの、昨

年からの世界的な金融危機に端を発した景気後退による雇用環境の悪化、個人消費の落ち込みなど、依

然として先行きの不透明な状況が続いております。  

  当社グループの主な事業領域であります情報通信分野におきましては、「固定と携帯」の融合、「通

信と放送」の融合等が進展しつつあり、事業環境が変化する中で、サービス・価格面で激しい競争が繰

り広げられております。  

  このような状況下にある中で、当社では当期目標を達成すべく役職員一丸となり、受注の増加、ＬＡ

Ｎ関係及びＦＴＴＨへの取組み強化、原価低減を図っているところでありますが、昨年来の設備投資削

減の影響が大きく、受注環境は相当厳しい状況にあります。  

  その結果、当第１四半期連結会計期間の経営成績は、受注高は53億15百万円（前年同期比12.7％

減）、売上高は49億96百万円（前年同期比9.0％減）といずれも減少いたしました。  

  一方損益面につきましては、売上高減少の影響から、経常利益は11百万円（前年同期比91.3％減）、

四半期純利益は59百万円（前年同期比17.2％減）となりました。  

  
事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  

  

①建設事業 

情報通信事業 

ＬＡＮ・ＷＡＮなどのネットワークの構築とＣＡＴＶの設計・施工を中心とした事業及び土木等

の事業でありますが、企業収益の悪化から設備投資が抑制されるなど、大変厳しい市場環境にあり

ます。その結果、受注高は28億12百万円（前年同期比9.7％減）、売上高は26億93百万円（前年同

期比1.5％減）となりました。  

電気通信事業 

光化・ＩＰ化の流れがここ数年加速してまいりましたが、光ファイバー通信回線の伸びの鈍化

や、価格面での単価引き下げ競争が激しく、受注高は17億82百万円（前年同期比16.0％減）、売上

高は16億81百万円（前年同期比14.1％減）となりました。 

②情報システム事業 

ソフトウェア開発およびコンピュータ、パソコン、携帯電話、情報通信機器販売の事業であります

が、企業のＩＴ投資抑制の影響により、受注高は７億20百万円（前年同期比15.2％減）、売上高は６

億21百万円（前年同期比22.4％減）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
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当第１四半期連結会計期間の財政状態は、総資産は155億39百万円で前連結会計年度比13億６百万円

の減少となりました。これは流動資産においては98億46百万円と、前連結会計年度比13億63百万円減少

し、固定資産が56億93百万円と、前連結会計年度比57百万円増加したことによります。 

流動資産の減少の主な要因は、「現金及び預金」が前連結会計年度比９億57百万円増加したものの、

「受取手形・完成工事未収入金等」が前連結会計年度比30億23百万円減少したこと等であります。 

固定資産の増加の主な要因は、「投資有価証券」が前連結会計年度比１億42百万円増加したこと等で

あります。 

負債の部は73億56百万円で、前連結会計年度比13億２百万円減少しました。内訳は流動負債で前連結

会計年度比11億84百万円減少し、固定負債で前連結会計年度比１億17百万円減少しております。 

流動負債の減少の主な要因は、「支払手形・工事未払金等」が前連結会計年度比15億39百万円減少し

たこと等であります。 

固定負債の減少の主な要因は、「長期借入金」が前連結会計年度比１億円減少したこと等でありま

す。 

純資産は81億83百万円で前連結会計年度比４百万円の減少となりました。主な要因としましては、

「その他有価証券評価差額金」が前連結会計年度比87百万円増加したものの、「利益剰余金」が71百万

円減少したこと等であります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の48.5％から52.6％に増加いたしました。 

  
  

連結業績予想につきましては、景気後退による雇用情勢の悪化や設備投資の落ち込みなど、依然とし

て先行き不透明な状況が続くものと予想されます。このような状況のもと、当第１四半期連結会計期間

における業績進歩状況等を踏まえ、平成22年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想を下記のとおり

修正いたします。 

 なお、通期の業績見通しは、前回（平成21年５月15日）公表どおりで修正はありません。 

  

 
※上記の業績予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際

の業績は様々な不確定要因によりこれらの予想数値と異なる場合があります。 
  

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

平成22年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成21年９月３０日）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり 

  四半期純利益

前回発表予想 (A)
百万円 百万円 百万円 百万円 円銭

12,750 250 300 240 18.35

今回発表予想 (B) 11,000 50 100 125 9.57

増減額（B－A） △1,750 △200 △200 △115 ―

増減率（％） △13.7 △80.0 △66.7 △47.9 ―

(ご参考)前期第２四半期実績
11,935 168 237 219 16.49

（平成21年３月期第２四半期）
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 該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

四半期連結会計期間末における棚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出しております。  

 棚卸資産の簿価切下げに関して、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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。 

  

  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、請負金額５億円以上かつ工期12ヶ月超の工事

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いましたが、「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。 

 この変更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
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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：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   

現金及び預金 4,162,328 3,204,514

受取手形・完成工事未収入金等 3,801,062 6,824,497

有価証券 205,389 105,356

未成工事支出金 1,205,062 664,035

商品 52,502 48,060

材料貯蔵品 15,226 15,911

その他 416,081 364,003

貸倒引当金 △11,627 △16,408

流動資産合計 9,846,026 11,209,971

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,214,101 2,214,101

その他（純額） 1,205,807 1,235,034

有形固定資産合計 3,419,908 3,449,135

無形固定資産 84,637 89,728

投資その他の資産   

投資有価証券 1,148,561 1,005,911

その他 1,052,132 1,104,222

貸倒引当金 △11,950 △12,903

投資その他の資産合計 2,188,742 2,097,230

固定資産合計 5,693,288 5,636,094

資産合計 15,539,315 16,846,065

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,583,040 4,122,135

短期借入金 1,950,000 1,950,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 －

未払法人税等 27,368 131,254

賞与引当金 324,015 173,734

完成工事補償引当金 － 8,400

工事損失引当金 36,179 36,179

その他 754,148 537,931

流動負債合計 5,774,751 6,959,635

固定負債   

長期借入金 50,000 150,000

退職給付引当金 1,060,043 1,072,836

負ののれん 59,654 63,826

その他 411,838 412,589

固定負債合計 1,581,536 1,699,252

負債合計 7,356,287 8,658,888
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,493,931 1,493,931

資本剰余金 1,428,916 1,428,916

利益剰余金 5,362,338 5,433,769

自己株式 △123,222 △108,178

株主資本合計 8,161,963 8,248,438

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 98,007 10,997

土地再評価差額金 △88,194 △88,194

評価・換算差額等合計 9,812 △77,197

少数株主持分 11,251 15,936

純資産合計 8,183,027 8,187,177

負債純資産合計 15,539,315 16,846,065
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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：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) 

売上高 5,490,798 4,996,329

売上原価 4,834,727 4,397,144

売上総利益 656,070 599,185

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 231,245 237,102

貸倒引当金繰入額 － 186

賞与引当金繰入額 42,950 43,316

退職給付費用 10,918 7,067

その他 284,945 330,238

販売費及び一般管理費合計 570,059 617,911

営業利益又は営業損失（△） 86,010 △18,725

営業外収益   

受取利息配当金 22,742 20,166

貸倒引当金戻入額 17,835 5,920

その他 15,350 15,754

営業外収益合計 55,927 41,842

営業外費用   

支払利息 6,851 7,093

不動産賃貸費用 2,907 3,002

その他 1,120 1,662

営業外費用合計 10,879 11,758

経常利益 131,059 11,358

税金等調整前四半期純利益 131,059 11,358

法人税、住民税及び事業税 96,811 20,017

法人税等調整額 △37,957 △63,242

法人税等合計 58,854 △43,225

少数株主損失（△） － △5,190

四半期純利益 72,204 59,774
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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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【参考資料】

連結受注高・売上高の内訳

 （単位：百万円）

部  門  別
平成21年３月期 平成22年３月期

比較増減 増減率
第１四半期連結累計期間 第１四半期連結累計期間

受 
  
注 
  
高

情報通信事業 3,114 (51.1%) 2,812 (52.9%) △301 △9.7%

電気通信事業 2,123 (34.9%) 1,782 (33.5%) △340 △16.0%

建設事業計 5,237 (86.0%) 4,595 (86.4%) △642 △12.3%

情報システム事業 850 (14.0%) 720 (13.6%) △129 △15.2%

情報システム事業計 850 (14.0%) 720 (13.6%) △129 △15.2%

合       計 6,087 (100.0%) 5,315 (100.0%) △771 △12.7%

売 
  
上 
  
高

情報通信事業 2,732 (49.8%) 2,693 (53.9%) △39 △1.5%

電気通信事業 1,956 (35.6%) 1,681 (33.7%) △275 △14.1%

建設事業計 4,689 (85.4%) 4,374 (87.6%) △315 △6.7%

情報システム事業 800 (14.6%) 621 (12.4%) △179 △22.4%

情報システム事業計 800 (14.6%) 621 (12.4%) △179 △22.4%

合       計 5,490 (100.0%) 4,996 (100.0%) △494 △9.0%

（注）（ ）内のパーセント表示は、構成比率

以  上
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