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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） 

22年3月期第2四半期の潜在株式調整後の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2四半期 30,720 △0.5 △336 ― △180 ― △242 ―
21年3月期第2四半期 30,866 ― 208 ― 410 ― 99 ―

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 △4.06 ―
21年3月期第2四半期 1.66 1.65

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 56,368 31,582 52.3 493.26
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2四半期  29,496百万円 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
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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ― 5.00
22年3月期 

（予想）
― 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 70,000 △3.6 1,200 △31.5 1,400 △29.1 800 30.5 13.38
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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、上記の業績予測に関する事項は、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2四半期 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2四半期  6,163,930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2四半期 59,800,486株 21年3月期第2四半期 59,920,201株

-2-



当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）におけるわが国経済は、一

部に持ち直しの動きが見られたものの、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷など依然として厳しい状況が続

き、景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 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、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いるほか、ブロードバンド・ゼロ地域解消や携帯電話不感地帯解消といっ

た地域間の情報格差（デジタルディバイド）解消のためのインフラ整備等が進められ、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２四半期連結累計期間の業績につきましては、当社グループの主力事業である通信建設事業を中心

に積極的受注拡大に取り組みましたが、公共投資の減少や企業の設備投資抑制の影響は大きく、受注高は

350億34百万円（前年同期比94.2％）、売上高は307億20百万円（前年同期比99.5％）となりました。利益

面では売上高の減少により間接原価等の共通経費を吸収できず、営業損失は3億36百万円（前年同期は2億

8百万円の利益）、経常損失は1億80百万円（前年同期は4億10百万円の利益）、四半期純損失は2億42百万

円（前年同期は99百万円の利益）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。 

 当第２四半期連結累計期間における事業セグメント別の概況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 

公共投資の減少や企業の設備投資抑制の影響から、一般通信工事や建物内設備工事などの受注環

境は非常に厳しいものとなっており、受注高は前年同期に比べて減少いたしましたが、光アクセス

工事をはじめとするＮＴＴインフラ工事が堅調に推移したこともあり、売上高は前年同期に比べて

増加いたしました。 

 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、利益面では受注価格の厳しさもあり営業損失となりました。 

③ 住宅不動産事業 

マンションの販売物件数が前年同期よりも少なかったことから、受注高・売上高ともに前年同期

に比べて減少し、利益面では販売コストを吸収することができず営業損失となりました。 

④ リース他事業 

民間の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

製造事業等で受注環境が激しくなっており、受注高・売上高ともに前年同期に比べて減少いたしま

したが、コスト低減に努め、営業利益は前年同期に比べて増加いたしました。 

【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2四半期決算短信
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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10億58百万円増加しましたが、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35億34百万円、工事進行基準の適用により未

成工事支出金が29億22百万円減少した結果、51億72百万円減少の278億44百万円となりました。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、株価上昇等により投資有価証券が3億95百万円増加しまし

たが、有形固定資産が減価償却等により2億66百万円、繰延税金資産が2億12百万円減少した結果、23百

万円減少の285億23百万円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、短期借入金が28億22百万円、支払手形・工事未払金等が13

億47百万円、賞与引当金が2億33百万円減少した結果、52億43百万円減少の119億4百万円となりまし

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60百万円減少しま

したが、長期借入金が5億20百万円増加した結果、3億27百万円増加の128億81百万円となりました。 

 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2億81百万円増加しました

が、配当金2億99百万円の支払、四半期純損失2億42百万円の計上があり、2億80百万円減少の315億82百

万円、自己資本比率は52.3%となりました。  

  

 通期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間の実績を踏まえ、第３四半期以降更なる経費削

減諸施策を織り込むとともに、当社グループを取り巻く受注環境及び市場動向等を勘案し、平成21年5

月15日に公表しました平成22年3月期の連結及び個別業績予想を修正いたしました。詳細につきまして

は、本日別途公表しました「業績の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 

  
  

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結累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）

 （負債）

 （純資産）

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2四半期決算短信
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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、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、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２四半期連結累計期間に係る完成工事高は3,034

百万円増加し、営業損失及び経常損失がそれぞれ50百万円減少し、税金等調整前四半期純損失が163百

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2四半期決算短信

-5-



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 6,679 5,621

受取手形・完成工事未収入金等 14,342 17,876

リース債権及びリース投資資産 2,206 2,159

有価証券 214 115

未成工事支出金 195 3,118

仕掛品 19 108

仕掛販売用不動産 1,268 1,564

販売用不動産 487 187

商品 108 97

材料貯蔵品 814 763

繰延税金資産 763 812

その他 785 636

貸倒引当金 △42 △43

流動資産合計 27,844 33,017

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,988 5,039

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 2,589 2,717

土地 8,628 8,633

貸与資産（純額） 253 333

有形固定資産合計 16,458 16,725

無形固定資産 719 664

投資その他の資産   

投資有価証券 8,467 8,072

長期貸付金 167 209

繰延税金資産 1,485 1,697

その他 1,365 1,280

貸倒引当金 △140 △102

投資その他の資産合計 11,345 11,157

固定資産合計 28,523 28,547

資産合計 56,368 61,564

日本電話施設㈱（1956）　平成22年3月期 第2四半期決算短信
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(単位：百万円)

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   

支払手形・工事未払金等 3,496 4,843

短期借入金 5,287 8,110

未払法人税等 135 256

未成工事受入金 90 159

賞与引当金 1,317 1,550

役員賞与引当金 － 36

工事損失引当金 83 94

その他 1,492 2,095

流動負債合計 11,904 17,147

固定負債   

長期借入金 7,037 6,516

退職給付引当金 4,197 4,258

役員退職慰労引当金 358 349

その他 1,287 1,429

固定負債合計 12,881 12,554

負債合計 24,786 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 20,510 21,053

自己株式 △2,060 △2,062

株主資本合計 28,552 29,092

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 944 663

評価・換算差額等合計 944 663

新株予約権 196 126

少数株主持分 1,889 1,979

純資産合計 31,582 31,862

負債純資産合計 56,368 61,564

日本電話施設㈱（1956）　平成22年3月期 第2四半期決算短信
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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：百万円)

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   

完成工事高 24,880 25,334

兼業事業売上高 5,985 5,386

売上高合計 30,866 30,720

売上原価   

完成工事原価 22,102 23,141

兼業事業売上原価 5,227 4,629

売上原価合計 27,330 27,770

売上総利益   

完成工事総利益 2,778 2,193

兼業事業総利益 757 756

売上総利益合計 3,536 2,949

販売費及び一般管理費 3,327 3,286

営業利益又は営業損失（△） 208 △336

営業外収益   

受取利息 48 27

受取配当金 104 96

受取賃貸料 44 43

持分法による投資利益 29 32

その他 126 71

営業外収益合計 352 272

営業外費用   

支払利息 85 73

支払手数料 41 1

その他 24 41

営業外費用合計 150 116

経常利益又は経常損失（△） 410 △180

特別利益   

前期損益修正益 4 2

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 6 －

貸倒引当金戻入額 20 18

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 33 135

特別損失   

前期損益修正損 8 10

固定資産処分損 26 2

投資有価証券評価損 70 52

その他 5 6

特別損失合計 110 72

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（△）

333 △117

法人税、住民税及び事業税 116 108

法人税等調整額 173 89

法人税等合計 289 197

少数株主損失（△） △55 △72

四半期純利益又は四半期純損失（△） 99 △242
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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) 

 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) 

 
(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おります。 

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」  

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)に変更しております。これに伴い、従来の方法に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、

通信建設事業は15百万円、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おります。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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

24,880 1,846 793 3,345 30,866 ― 30,866

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

11 0 0 877 889 (889) ―

計 24,892 1,846 793 4,223 31,755 (889) 30,866

営業利益 108 24 3 47 183 25 208
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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) 

 
(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おります。 

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、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」を適用しております。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3,012百万円増加し、営業損失は58百万円減少しております。情報サービス事業では

売上高が69百万円増加し、営業損失は8百万円増加しております。また、リース他事業では売上高が46百万円

減少し、営業利益は0百万円増加しております。 

  

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) 

  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) 

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) 

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

25,334 1,843 579 2,962 30,720 ― 30,720

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

16 0 0 780 797 (797) ―

計 25,350 1,843 580 3,742 31,517 (797) 30,720

営業利益又は営業損失(△) △ 428 △ 21 △ 23 115 △ 358 22 △ 336

【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２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

        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９月30日 至平成21年９月30日 (△は減)

部門別    金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

通信建設事業 30,770 82.7 29,253 83.5 △ 1,517 95.1

情報サービス事業 2,077 5.6 1,995 5.7 △ 81 96.1

住宅不動産事業 900 2.4 632 1.8 △ 268 70.2

リース他事業 3,457 9.3 3,152 9.0 △ 304 91.2

計 37,206 100.0 35,034 100.0 △ 2,172 94.2

（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２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

        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９月30日 至平成21年９月30日 (△は減)

部門別    金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

通信建設事業 24,880 80.6 25,334 82.5 453 101.8

情報サービス事業 1,846 6.0 1,843 6.0 △ 2 99.9

住宅不動産事業 793 2.6 579 1.9 △ 213 73.1

リース他事業 3,345 10.8 2,962 9.6 △ 383 88.5

計 30,866 100.0 30,720 100.0 △ 146 99.5

（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２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

        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９月30日 至平成21年９月30日 (△は減)

部門別    金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

通信建設事業 15,434 84.6 14,257 85.2 △ 1,176 92.4

情報サービス事業 347 1.9 253 1.5 △ 94 72.7

住宅不動産事業 374 2.1 93 0.6 △ 281 24.9

リース他事業 2,084 11.4 2,122 12.7 38 101.8

計 18,241 100.0 16,726 100.0 △ 1,514 91.7

（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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減収要因：前年同期に比べ工事の竣工・引渡しが少なく、工事進行基準を適用し、進捗度合いによ

る売上高を計上しても前年同期に比べ減少（△0.5％ △146百万円）しました。 

減益要因：前年度までは、間接原価等の共通経費は全出来高に対する売上高（完成工事高）の割合

で費用按分してきましたが、今年度から工事進行基準を適用したことで、売上高の増減

に関わらず、期間費用としてほぼ全額を費用計上しております。 

 当第２四半期連結累計期間における売上高が当初予想を大きく下回ったことで、共通

経費が吸収しきれず、営業損失（前年同期は208百万円の営業利益）となりました。 

 なお、この要因は第３四半期まで続きますが、通期では売上高の増加により解消でき

ると見込んでおります。 

第２四半期の総括：工事進行基準の適用により、共通経費の負担が前期に比べ587百万円増加した 

ことから、利益を圧迫する結果となりました。 

    補足資料

決算短信補足資料(連結)

１ 業績の推移(実績) (単位：百万円)

期      別 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期純利益

 平成21年９月期（第56期） 30,720 △ 336 △ 180 △ 242

 平成20年９月期（第55期） 30,866 208 410 99

 平成19年９月期（第54期） 30,843 405 598 268

 平成18年９月期（第53期） 31,546 627 653 274

 平成17年９月期（第52期） 28,172 514 658 40

２ 通期業績の推移（実績と予想） (単位：百万円)

期      別 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益

 平成22年３月期（第56期） 70,000 1,200 1,400 800

 平成21年３月期（第55期） 72,629 1,752 1,974 613

 平成20年３月期（第54期） 71,890 1,739 2,125 977

 平成19年３月期（第53期） 71,606 1,821 2,017 1,305

 平成18年３月期（第52期） 66,615 1,763 2,004 624

３ 平成22年３月期第２四半期決算概要 (単位：百万円)

売 上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期純利益

第２四半期予想 33,500 700 900 500

第２四半期実績 30,720 △ 336 △ 180 △ 242

予想との増減 △ 2,780 △ 1,036 △ 1,080 △ 742

前年同期との増減 △ 146 △ 545 △ 591 △ 342
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