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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 6,455 0.2 62 892.0 90 124.4 71 △2.6
21年3月期第2四半期 6,441 ― 6 ― 40 ― 73 ―

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 6.30 ―
21年3月期第2四半期 6.47 ―

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 6,633 4,089 60.7 353.35
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2四半期  4,027百万円 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
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 ― ― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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） 

（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2四半期 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2四半期  69,091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2四半期 11,398,858株 21年3月期第2四半期 11,405,761株



 情報通信分野におきましては、通信と放送の連携、移動通信と固定通信の融合による新たな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高度化、多様化が進展しております。また、地域間

の情報格差（デジタル・ディバイド）の解消に向けて、各地域の特性に応じた情報通信基盤の整備など、地域経済活

性化に向けた様々な施策が自治体によって推進されております。 

 しかし、一方では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。 

 このような事業環境のもと当社グループの経営成績は、受注高77億48百万円（前年同期比5.4％減）、完成工事高

は64億55百万円（同0.2％増）、経常利益は90百万円（同124.4％増）、四半期純利益は71百万円（同2.6％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の受注は順調に推移しましたが、電柱・ケーブルの支障移転工事等の減少により、受注高

は70億79百万円（前年同期比4.5％減）、完成工事高は57億57百万円（同0.4％増）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ましたが、マンション電気工事等の減少により、受注高は４億23百万円

（同27.0％減）、完成工事高は５億32百万円（同3.3％減）となりました。 

上記の結果、建設事業の営業利益は２億87百万円（同49.0％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２億45百万円（同24.1％増）、完成工事高は１億64百万円（同5.6％増）

となりましたが、ソフトウエア開発の償却費が増加したため１百万円の営業損失となりました。 

   

当第２四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５億16百万円減少し66億33百万円

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受取手形・完成工事未収入金の回収による減

少17億46百万円、現金預金の増加５億18百万円及び未成工事支出金の増加６億93百万円であります。 

負債総額につきましては、前連結会計年度末と比較して４億89百万円減少し25億43百万円となりました。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３億44百万円及び賞与引当金の減少59百万円であ

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27百万円減少し40億89百万円となり、自己資本比率は

60.7％となりました。主な要因は、剰余金の配当等による利益剰余金の減少42百万円であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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、５億90百万円となり、前

連結会計年度末に比べ５億18百万円の増加となりました。 

 当第２四半期連結累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６億55百万円（前年同期は15億77百万円の増加）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17億46百万円であり、主な減少要因はたな卸資産の増加７億15百万円及び

仕入債務の減少３億44百万円であります。 

（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12百万円（前年同期は75百万円の減少）であります。主な増加要因は固定資産

の売却による収入24百万円及び貸付金の回収による収入６百万円であり、主な減少要因は固定資産の取得による

支出42百万円であります。 

（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11億89百万円の減少）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による支出10百万円であります。 

   

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



 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。 

  

 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２四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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第２四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。  

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 590,747 71,836

受取手形・完成工事未収入金 1,952,635 3,699,296

未成工事支出金 1,324,630 630,752

材料貯蔵品 244,916 223,464

繰延税金資産 48,167 63,686

その他 142,221 124,147

貸倒引当金 △5,156 △10,452

流動資産合計 4,298,163 4,802,731

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 243,084 271,225

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 49,668 42,814

土地 1,568,080 1,575,542

リース資産（純額） 8,247 7,632

有形固定資産計 1,869,081 1,897,215

無形固定資産   

ソフトウエア 67,705 80,032

ソフトウエア仮勘定 6,321 －

その他 1,953 2,033

無形固定資産計 75,981 82,066

投資その他の資産   

投資有価証券 347,419 322,669

長期貸付金 10,493 11,453

繰延税金資産 1,561 1,376

その他 100,740 102,687

貸倒引当金 △70,146 △70,815

投資その他の資産計 390,068 367,372

固定資産合計 2,335,131 2,346,653

資産合計 6,633,295 7,149,385



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,198,453 1,543,124

短期借入金 － 10,000

未払法人税等 17,093 38,384

未成工事受入金 197,805 168,901

賞与引当金 109,157 169,037

役員賞与引当金 6,000 21,000

受注損失引当金 2,000 －

その他 128,282 183,102

流動負債合計 1,658,792 2,133,550

固定負債   

長期未払金 533 445

退職給付引当金 782,823 800,626

役員退職慰労引当金 57,191 51,461

繰延税金負債 33,322 33,322

負ののれん 4,303 6,917

リース債務 6,612 6,307

固定負債合計 884,786 899,081

負債合計 2,543,578 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 2,158,474 2,200,628

自己株式 △13,638 △13,219

株主資本合計 4,126,836 4,169,409

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △99,318 △124,069

評価・換算差額等合計 △99,318 △124,069

少数株主持分 62,198 71,413

純資産合計 4,089,716 4,116,753

負債純資産合計 6,633,295 7,149,385



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

完成工事高 6,441,411 6,455,425

完成工事原価 5,960,058 5,909,370

完成工事総利益 481,352 546,054

販売費及び一般管理費 475,011 483,152

営業利益 6,341 62,901

営業外収益   

受取利息 908 467

受取配当金 3,830 4,454

負ののれん償却額 4,697 4,697

受取地代家賃 13,056 12,348

その他 11,782 6,334

営業外収益合計 34,274 28,301

営業外費用   

支払利息 354 98

支払手数料 － 785

その他 18 14

営業外費用合計 373 898

経常利益 40,242 90,305

特別利益   

固定資産売却益 583 16,711

貸倒引当金戻入額 32,255 5,965

役員退職慰労引当金戻入額 7,113 100

保険返戻金 6,156 －

特別利益合計 46,109 22,776

特別損失   

固定資産売却損 37 390

固定資産除却損 3,984 23,898

役員退職慰労金 850 －

特別損失合計 4,872 24,288

税金等調整前四半期純利益 81,479 88,793

法人税、住民税及び事業税 7,721 10,820

法人税等調整額 28,325 15,334

法人税等合計 36,046 26,154

少数株主損失（△） △28,365 △9,214

四半期純利益 73,798 71,852



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 81,479 88,793

減価償却費 35,771 41,953

のれん償却額 △2,614 △2,614

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32,255 △5,965

賞与引当金の増減額（△は減少） △83,391 △59,879

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000 △15,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） 2,000 2,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38 △17,802

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,650 5,729

有形固定資産売却損益（△は益） △534 △16,320

有形固定資産除却損 2,504 20,658

無形固定資産売却損益（△は益） △12 －

受取利息及び受取配当金 △4,738 △4,921

支払利息 354 98

売上債権の増減額（△は増加） 2,929,065 1,746,661

たな卸資産の増減額（△は増加） △574,673 △715,330

仕入債務の増減額（△は減少） △470,774 △344,670

未成工事受入金の増減額（△は減少） △52,837 28,903

未払消費税等の増減額（△は減少） △58,460 △39,254

その他 △161,418 △32,643

小計 1,594,775 680,395

利息及び配当金の受取額 4,738 4,921

利息の支払額 △2,016 △124

法人税等の支払額 △19,632 △29,403

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,577,865 655,789

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 △13,717 △25,677

有形固定資産の売却による収入 972 24,183

無形固定資産の取得による支出 △48,173 △17,086

無形固定資産の売却による収入 9 5

投資有価証券の取得による支出 △540 －

貸付けによる支出 △18,200 △500

貸付金の回収による収入 4,510 6,360

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,139 △12,714

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 △928 △419

配当金の支払額 △68,126 △113,055

その他 － △689

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,189,054 △124,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 313,671 518,911

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 405,008 590,747



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年９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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