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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 10,396 △12.9 79 △53.1 116 △51.0 133 △39.3

21年3月期第2四半期 11,935 ― 168 ― 237 ― 219 ―

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 10.20 ―

21年3月期第2四半期 16.49 ―

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 15,559 8,208 52.7 631.73
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2四半期  8,192百万円 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

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）

― 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  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

通期 25,700 △0.7 530 △0.2 610 ― 420 48.7 32.20
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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、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2四半期 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2四半期  458,939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2四半期 13,042,300株 21年3月期第2四半期 13,289,093株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部の景気指標がやや持ち直しつつあるものの、

雇用環境の悪化や個人消費の低迷など、依然として先行きに対する不透明感が強く、予断を許さない状

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、固定電話と移動電話の融合、

通信と放送の融合等が進展しつつあり、光アクセスを活用したサービスが広がりを見せているものの、

サービス・価格面で通信事業者間での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、当社グループではソリューション営業の強化による受注の増加及び全

社的な経費削減運動の展開によるコスト削減に取り組んでいるところでありますが、企業の設備投資削

減の影響が大きく、厳しい受注環境が継続しております。  

  その結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、受注高は111億64百万円（前年同期比11.0％

減）、売上高は103億96百万円（前年同期比12.9％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１億16百万円（前年同期比51.0％

減）、四半期純利益は１億33百万円（前年同期比39.3％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、依然として企業の収益状況は厳しく、設備投資が抑制されているなど、大変

厳しい市場環境が続いております。その結果、受注高は61億64百万円（前年同期比5.2％減）、売

上高は56億78百万円（前年同期比11.7％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37億12百万円（前年同期比16.2％減）、売上

高は34億６百万円（前年同期比14.5％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12億87百万円（前年同期比20.4％減）、売上高は13

億11百万円（前年同期比13.5％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２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は155億59百万円で前連結会計年度末比12億86百

万円の減少となりました。これは流動資産においては98億93百万円と、前連結会計年度末比13億16百万

円減少し、固定資産が56億65百万円と、前連結会計年度末比29百万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、「未成工事支出金」が前連結会計年度末比９億54百万円増加したもの

の、「受取手形・完成工事未収入金等」が前連結会計年度末比30億43百万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」が前連結会計年度末比１億２百万円増加したこと等

であります。 

負債の部は73億50百万円で、前連結会計年度末比13億８百万円減少しました。内訳は流動負債で前連

結会計年度末比12億５百万円減少し、固定負債で前連結会計年度末比１億２百万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15億27百万円減少し

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」が前連結会計年度末比１億円減少したこと等でありま

す。 

純資産は82億８百万円で前連結会計年度末比21百万円の増加となりました。主な要因としましては、

「その他有価証券評価差額金」が前連結会計年度末比60百万円増加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52.7％に増加いたしました。 

  

当社の事業領域であります情報通信分野では、雇用環境の厳しさから個人消費が低迷し、かつ設備投

資の減少の影響も大きく引き続き厳しい状況が予想されますが、一方ではデジタル化の拡大や医療・教

育等の分野では、情報通信技術を活用した投資の拡大が期待されており、またネットワーク経由でソフ

トウェアや情報サービスを提供するなど新しいコンピューターの利用分野の伸長も期待されておりま

す。 

 当社グループでは、電気通信事業での受注拡大及びＬＡＮ・ＷＡＮ、ＣＡＴＶ工事及びサービス提供

を中心とした情報通信事業での拡大伸長、収益力向上が喫緊の課題となっており、責任体制を明確にし

た営業力の強化を図っているところであります。第２四半期までは個人消費の低迷や設備投資の減少等

の影響が想定以上に厳しく苦戦を強いられましたが、第３・第４四半期では受注拡大策の効果もあっ

て、ＬＡＮ・ＷＡＮ、ＣＡＴＶ工事での受注拡大が期待出来、相応の回復が見込めるものと予想してお

ります。 

 しかしながら、電気通信事業の売上高減少の影響が大きく、通期見通しにつきましては以下の通り期

初の予想を下回るものと予想しております。 

  

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

（1）平成22年３月期連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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

前回発表予想 (A)
百万円 百万円 百万円 百万円 円銭

28,400 650 740 500 38.23

今回発表予想 (B) 25,700 530 610 420 32.20

増減額（B－A） △2,700 △120 △130 △80 ―

増減率（％） △9.5 △18.5 △17.6 △16.0 ―

(ご参考)前期実績
25,876 531 610 282 21.40

（平成21年３月期）
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※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。 

  
  

 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。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

（2）平成22年３月期個別業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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

前回発表予想 (A)
百万円 百万円 百万円 百万円 円銭

23,500 550 640 440 33.55

今回発表予想 (B) 21,500 460 540 380 29.07

増減額（B－A） △2,000 △90 △100 △60 ―

増減率（％） △8.5 △16.4 △15.6 △13.6 ―

(ご参考)前期実績
21,940 491 597 240 18.19

（平成21年３月期）

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   

現金及び預金 3,353,772 3,204,514 

受取手形・完成工事未収入金等 3,780,537 6,824,497 

有価証券 705,351 105,356 

未成工事支出金 1,618,672 664,035 

商品 50,536 48,060 

材料貯蔵品 14,245 15,911 

その他 384,613 364,003 

貸倒引当金 △14,097 △16,408 

流動資産合計 9,893,631 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） 1,206,606 1,235,034 

有形固定資産合計 3,420,707 3,449,135 

無形固定資産 96,159 89,728 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,108,308 1,005,911 

その他 1,052,545 1,104,222 

貸倒引当金 △12,250 △12,903 

投資その他の資産合計 2,148,602 2,097,230 

固定資産合計 5,665,470 5,636,094 

資産合計 15,559,101 16,846,065 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,595,058 4,122,135 

短期借入金 2,100,000 1,950,000 

1年内返済予定の長期借入金 100,000 － 

未払法人税等 40,969 131,254 

賞与引当金 270,781 173,734 

完成工事補償引当金 － 8,400 

工事損失引当金 24,170 36,179 

その他 623,368 537,931 

流動負債合計 5,754,348 6,959,635 

固定負債   

長期借入金 50,000 150,000 

退職給付引当金 1,053,688 1,072,836 

負ののれん 55,483 63,826 

その他 437,140 412,589 

固定負債合計 1,596,311 1,699,252 

負債合計 7,350,660 8,658,888 
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（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) 

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 5,435,709 5,433,769 

自己株式 △149,090 △108,178 

株主資本合計 8,209,465 8,248,438 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71,726 10,997 

土地再評価差額金 △88,194 △88,194 

評価・換算差額等合計 △16,468 △77,197 

少数株主持分 15,444 15,936 

純資産合計 8,208,441 8,187,177 

負債純資産合計 15,559,101 16,846,065 
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(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) 

売上高 11,935,840 10,396,237 

売上原価 10,525,450 9,115,516 

売上総利益 1,410,390 1,280,720 

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 486,626 452,077 

貸倒引当金繰入額 － 3,913 

賞与引当金繰入額 77,659 78,137 

退職給付費用 30,145 14,349 

その他 647,188 653,153 

販売費及び一般管理費合計 1,241,619 1,201,631 

営業利益 168,770 79,088 

営業外収益   

受取利息配当金 28,144 23,345 

貸倒引当金戻入額 22,014 7,037 

その他 49,629 31,045 

営業外収益合計 99,788 61,429 

営業外費用   

支払利息 14,015 14,161 

不動産賃貸費用 － 6,005 

その他 17,428 4,186 

営業外費用合計 31,443 24,353 

経常利益 237,114 116,163 

税金等調整前四半期純利益 237,114 116,163 

法人税、住民税及び事業税 23,707 29,697 

法人税等調整額 △4,522 △45,757 

法人税等合計 19,184 △16,059 

少数株主損失（△） △1,317 △921 

四半期純利益 219,247 133,145 
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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２四半期連結累計期間 第２四半期連結累計期間

受 
  
注 
  
高

情報通信事業 6,502 (51.8%) 6,164 (55.2%) △338 △5.2%

電気通信事業 4,429 (35.3%) 3,712 (33.3%) △716 △16.2%

建設事業計 10,931 (87.1%) 9,876 (88.5%) △1,055 △9.7%

情報システム事業 1,617 (12.9%) 1,287 (11.5%) △330 △20.4%

情報システム事業計 1,617 (12.9%) 1,287 (11.5%) △330 △20.4%

合       計 12,549 (100.0%) 11,164 (100.0%) △1,385 △11.0%

売 
  
上 
  
高

情報通信事業 6,432 (53.9%) 5,678 (54.6%) △754 △11.7%

電気通信事業 3,986 (33.4%) 3,406 (32.8%) △579 △14.5%

建設事業計 10,418 (87.3%) 9,084 (87.4%) △1,334 △12.8%

情報システム事業 1.516 (12.7%) 1.311 (12.6%) △205 △13.5%

情報システム事業計 1.516 (12.7%) 1.311 (12.6%) △205 △13.5%

合       計 11,935 (100.0%) 10,396 (100.0%) △1,539 △12.9%

（注）（ ）内のパーセント表示は、構成比率

以  上
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