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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 2,322 11.0 1 ― 10 ― 5 ―

21年3月期第2四半期 2,092 ― △188 ― △178 ― △166 ―

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2四半期 0.67 ―

21年3月期第2四半期 △19.55 ―

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2四半期 5,074 2,642 52.1 311.11
21年3月期 5,176 2,624 50.7 308.98

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,642百万円 21年3月期  2,624百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 5,003 6.4 60 ― 72 ― 57 ― 6.77
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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） 

詳細は、４ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他 をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 8,744,091株 21年3月期  8,744,091株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  251,160株 21年3月期  249,371株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 8,493,976株 21年3月期第2四半期 8,495,086株

※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に基づき作成しております。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想値と異なる結果と
なる可能性があります。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、景気後退に一部持ち直しの兆しが見られたものの、企
業収益の低下から民間設備投資は低調に推移し、依然として厳しい状況が続きました。 
 このような経営環境のもと、当社は永年にわたる情報・通信の事業実績で培った豊富な経験と確かな技
術力をもって、一段と進展するユビキタスネットワーク情報社会に対し、市場ニーズに適合したソリュー
ションビジネスを引き続き展開してまいりました。 
 この結果、当第２四半期累計期間における売上高は23億22百万円となりました。事業部門別には、建設
事業部門では、大手・中堅企業のＩＰネットワーク関連設備工事等がやや計画を上回って推移したことに
より、売上高は18億45百万円となり、情報システム事業部門では、独立行政法人を中心とした公会計シス
テムや社会福祉システム等が計画を下回って推移したため、売上高は４億42百万円となりました。また、
不動産賃貸事業部門の売上高は34百万円と計画どおりに推移いたしました。 
 利益面につきましては、売上高が計画どおりに推移したことと、原価率の改善や経費削減により、営業
利益は１百万円、経常利益は10百万円となりました。四半期純利益につきましては、貸倒引当金戻入額１
百万円を特別利益に計上したことにより、５百万円となりました。 

  

(1)財政状態の変動状況 
当第２四半期会計期間末の総資産は50億74百万円となり、前事業年度末と比較して１億１百万円減少

いたしました。これは主に、現金預金が２億89百万円、未成工事支出金が51百万円、リース投資資産が
91百万円増加し、完成工事未収入金が４億13百万円、売掛金が１億41百万円減少したこと等によりま
す。 
 当第２四半期会計期間末の負債は24億32百万円となり、前事業年度末と比較して１億19百万円減少い
たしました。これは主に、工事未払金が１億81百万円、買掛金が82百万円、退職給付引当金が42百万円
減少し、支払手形が１億49百万円、リース債務が91百万円増加したこと等によります。 
 当第２四半期会計期間末の純資産は26億42百万円となり、前事業年度末と比較して17百万円増加いた
しました。これは主に、その他有価証券評価差額金が12百万円増加したこと等によります。 

(2)キャッシュ・フローの状況 
営業活動によるキャッシュ・フローは、２億98百万円の増加となりました。これは、税引前四半期純

利益12百万円と、売上債権４億95百万円、仕入債務１億14百万円、退職給付引当金42百万円の減少やた
な卸資産の増加37百万円等によります。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、リース投資資産の回収による収入14百万円等により５百万円
の増加となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出14百万円があったこと等により
14百万円の減少となりました。 
 この結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は10億41百万円となり、前事業年度末と比べ
２億89百万円の増加となりました。 

  

平成22年３月期の通期業績につきましては、平成21年５月18日付当社「平成21年３月期決算短信（非連
結）」にて発表いたしました予想から変更はありません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

神田通信機㈱(1992) 平成22年３月期 第２四半期決算短信(非連結)
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該当事項はありません。 

  

 会計処理基準に関する事項の変更 
  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きましては、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）を第１四半期会計期
間より適用し、第１四半期会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期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。 
 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  
 表示方法の変更 
  四半期損益計算書関係 

前第２四半期累計期間において、区分掲記しておりました営業外費用の「固定資産除却損」は、
営業外費用総額の100分の20以下となったため、当第２四半期累計期間においては「その他」含め
て表示しております。なお、当第２四半期累計期間における計上額は31千円であります。 

  
  四半期キャッシュ・フロー計算書関係 

前第２四半期累計期間において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロ
ー」の「有形固定資産除却損」は、重要性が減少したため、当第２四半期累計期間においては「そ
の他の資産の増減額（△は増加）」に含めて表示しております。なお、当第２四半期累計期間にお
ける計上額は31千円であります。 

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

神田通信機㈱(1992) 平成22年３月期 第２四半期決算短信(非連結)
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,341,582 1,052,342

受取手形 63,708 29,802

完成工事未収入金 656,784 1,069,881

売掛金 138,256 280,102

未成工事支出金 208,150 156,896

仕掛品 25,378 37,583

材料貯蔵品 480 2,048

その他 69,323 49,244

貸倒引当金 △811 △3,366

流動資産合計 2,502,854 2,674,536

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 521,241 536,933

土地 1,520,934 1,520,934

その他（純額） 20,770 21,891

有形固定資産計 2,062,946 2,079,759

無形固定資産 9,659 9,784

投資その他の資産   

投資有価証券 334,498 317,379

その他 173,474 106,878

貸倒引当金 △9,015 △12,201

投資その他の資産計 498,957 412,056

固定資産合計 2,571,563 2,501,600

資産合計 5,074,417 5,176,137

負債の部   

流動負債   

支払手形 344,223 194,510

工事未払金 394,820 576,693

買掛金 151,629 233,852

短期借入金 265,000 265,000

未払法人税等 12,586 19,884

賞与引当金 92,700 102,600

その他 220,250 228,933

流動負債合計 1,481,209 1,621,474

固定負債   

退職給付引当金 772,334 815,093

その他 178,650 114,880

固定負債合計 950,985 929,973

負債合計 2,432,195 2,551,448

神田通信機㈱(1992) 平成22年３月期 第２四半期決算短信(非連結)
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,310,825 1,310,825

資本剰余金 1,087,084 1,087,149

利益剰余金 316,086 310,408

自己株式 △67,445 △67,260

株主資本合計 2,646,549 2,641,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,326 △16,432

評価・換算差額等合計 △4,326 △16,432

純資産合計 2,642,222 2,624,688

負債純資産合計 5,074,417 5,176,137

神田通信機㈱(1992) 平成22年３月期 第２四半期決算短信(非連結)
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,092,478 2,322,263

売上原価 1,599,973 1,747,989

売上総利益 492,505 574,274

販売費及び一般管理費 681,274 572,287

営業利益又は営業損失（△） △188,768 1,986

営業外収益   

受取配当金 6,945 6,076

受取手数料 3,414 3,830

その他 5,732 2,706

営業外収益合計 16,091 12,613

営業外費用   

支払利息 3,794 3,116

固定資産除却損 1,709 －

その他 199 546

営業外費用合計 5,704 3,662

経常利益又は経常損失（△） △178,380 10,938

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,992 1,815

確定拠出年金移行益 13,569 －

特別利益合計 19,562 1,815

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △158,818 12,754

法人税、住民税及び事業税 7,300 7,076

法人税等調整額 － －

法人税等合計 7,300 7,076

四半期純利益又は四半期純損失（△） △166,118 5,678

神田通信機㈱(1992) 平成22年３月期 第２四半期決算短信(非連結)
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△158,818 12,754

減価償却費 23,591 21,568

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,111 △5,740

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 △9,900

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,720 －

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 3,420 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,828 △42,758

受取利息及び受取配当金 △8,642 △6,850

支払利息 3,794 3,116

有形固定資産除却損 1,709 －

売上債権の増減額（△は増加） 735,068 495,441

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,408 △37,481

仕入債務の増減額（△は減少） △481,489 △114,173

未払消費税等の増減額（△は減少） △30,876 △16,498

その他の資産の増減額（△は増加） △20,734 1,780

その他の負債の増減額（△は減少） 16,595 793

小計 50,367 302,051

利息及び配当金の受取額 8,599 6,922

利息の支払額 △4,355 △2,988

法人税等の支払額 △9,389 △7,453

営業活動によるキャッシュ・フロー 45,223 298,530

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △269,646 △269,665

定期預金の払戻による収入 269,628 269,646

有形固定資産の取得による支出 △3,408 △3,440

投資有価証券の取得による支出 △1,576 △1,045

リース投資資産の回収による収入 － 14,468

その他の支出 △1,317 △4,757

その他の収入 141 370

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,179 5,577

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △5,000 －

リース債務の返済による支出 － △14,468

配当金の支払額 △25,187 △72

自己株式の処分による収入 － 60

自己株式の取得による支出 △358 △309

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,546 △14,790

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,497 289,317

現金及び現金同等物の期首残高 939,816 752,598

現金及び現金同等物の四半期末残高 948,313 1,041,916

神田通信機㈱(1992) 平成22年３月期 第２四半期決算短信(非連結)
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

 

(注)金額には消費税等は含まれておりません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報

 部門別売上高及び受注の状況

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日)
増  減

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

区 分 金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円) 率(％) 金額(千円)
構成比
(％)

受
注
高

建設事業部門 1,718,914 77.4 1,736,889 79.9 17,975 1.0 3,685,566 77.7

情報システム 
事業部門

476,150 21.4 401,715 18.5 △ 74,435 △ 15.6 997,544 21.0

不動産賃貸 
事業部門

27,304 1.2 34,665 1.6 7,361 27.0 61,915 1.3

合 計 2,222,369 100.0 2,173,270 100.0 △ 49,099 △2.2 4,745,026 100.0

売
上
高

建設事業部門 1,595,052 76.2 1,845,545 79.5 250,492 15.7 3,621,840 77.0

情報システム 
事業部門

470,121 22.5 442,053 19.0 △ 28,068 △ 6.0 1,018,250 21.7

不動産賃貸 
事業部門

27,304 1.3 34,665 1.5 7,361 27.0 61,915 1.3

合 計 2,092,478 100.0 2,322,263 100.0 229,784 11.0 4,702,006 100.0

受
注
残
高

建設事業部門 972,195 84.0 803,404 87.1 △ 168,790 △ 17.4 912,059 85.1

情報システム 
事業部門

185,834 16.0 118,761 12.9 △ 67,072 △ 36.1 159,100 14.9

不動産賃貸 
事業部門

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

合 計 1,158,030 100.0 922,166 100.0 △ 235,863 △ 20.4 1,071,160 100.0
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