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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 5,170 △0.9 △70 ― △86 ― △60 ―
21年3月期第3四半期 5,217 ― △108 ― △142 ― △723 ―

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3四半期 △15.78 ―
21年3月期第3四半期 △181.72 ―

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3四半期 7,923 1,763 22.3 460.64
21年3月期 7,468 1,846 24.7 477.87

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,763百万円 21年3月期  1,846百万円

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 ― 6.00 6.00
22年3月期 ― 0.00 ―
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 8,664 7.8 284 13.9 220 8.0 123 ― 32.06



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 
１．上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。 
２．当社グループの売上高は、通常の営業の形態として第４四半期に売上計上する割合が高いため、業績に季節変動がありますが、第１四半期連結会計
期間より、「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）を適用したことにより、業績の季節変動がやや緩やかになることが予
想されます。  

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3四半期 4,033,780株 21年3月期  4,033,780株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  204,581株 21年3月期  168,916株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 3,841,439株 21年3月期第3四半期 3,982,595株



 当第３四半期連結会計期間における我が国経済は、世界的な金融危機の影響が未だ尾を引く中、輸出や生産等、

一部で緩やかな持ち直しが続き、個人消費も持ち直しの動きがみられるものの、雇用情勢は引き続き厳しい状況に

あり、経済の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

 ケーブルテレビ業界におきましては、総務省による地上デジタル放送への完全移行のための補正予算等の後押し

もあり設備投資拡大の気運が高まって来ているものの、事業仕分け等の余波もあり、当初計画されていたものと比

べ、その全容や実施される時期が今一つ不透明で、予定していた設備投資を先延ばしにする気配があることも否め

ません。 

 このような状況下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、トータル・インテグレーション部門で

は前年度のような大口案件が減少したものの、受注案件はほぼ順調に完成したため、売上高は5,170百万円（前年同

四半期比0.9％減）となりました。利益面では、厳しい経済情勢を背景に受注案件が限られる中、一定の利益が見込

めない案件については無理をせず利益確保を最重点に選別受注を心がけた結果、営業損失は70百万円（同38百万円

損失減）、経常損失は86百万円（同55百万円損失減）、四半期純損失は60百万円（同663百万円損失減）となりまし

た。 

 なお、当社グループの売上高は、通常の営業の形態として第４四半期に売上計上する割合が高いですが、工事進

行基準を適用したことにより、業績の季節変動がやや緩やかになることが予想されます。  

（参考）平成22年３月期第３四半期の連結受注状況     （％表示は対前年同四半期増減率） 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、7,923百万円となり、前連結会計年度末と比べ455百万円の増加となり

ました。その主な要因は、売上債権及びたな卸資産の増加によるものです。 

負債総額は、6,160百万円となり、前連結会計年度末と比べ538百万円の増加となりました。その主な要因は、仕

入債務の増加によるものです。 

 なお、純資産は1,763百万円となり、自己資本比率は22.3％と前連結会計年度末と比べ2.4ポイント減少しており

ます。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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、869百万円と前連結会計年

度末と比べ238百万円の減少となりました。 

 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」 

  営業活動の結果得られた資金は229百万円(前年同四半期比69.9％減)となりました。 

 収入の主な内訳は、仕入債務の増加額789百万円及び未成工事受入金の増加額67百万円であり、支出の主な内訳

は、売上債権の増加額262百万円及びたな卸資産の増加額347百万円であります。 

  「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

       投資活動の結果使用した資金は157百万円(同81.4％増)となりました。 

 支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出70百万円及び無形固定資産の取得による支出64百万円であ

ります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

  財務活動の結果使用した資金は306百万円(同54.0％減)となりました。 

 収入の主な内訳は、長期借入れによる収入550百万円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の純減少額280百

万円、長期借入金の返済による支出545百万円及び配当金の支払額23百万円であります。 

  

  

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

  受注金額 受注残高 

  

 22年３月期第３四半期 

 百万円

6,071

 ％

10.6 

 百万円

2,035

 ％

△14.0 

 21年３月期第３四半期 5,489 △15.3 2,366 △39.9 

（参考）21年３月期 7,076   1,134  

２．連結財政状態に関する定性的情報



平成22年３月期の業績予想につきましては、第４四半期の動向に不確実な要素が多いこと等から、平成21年５月

13日に公表いたしました業績予想の数値から変更はございません。 

なお、当資料に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は

今後様々な要因によって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 

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する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 

 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。  

  

  

・会計処理基準に関する事項の変更  

 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３四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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は598百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前

四半期純損失はそれぞれ111百万円減少しております。  

  

  

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 870 1,107

受取手形及び売掛金 946 863

完成工事未収入金 1,003 821

商品及び製品 664 460

仕掛品 73 43

未成工事支出金 146 79

原材料及び貯蔵品 300 254

その他 404 369

貸倒引当金 △22 △9

流動資産合計 4,388 3,989

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,554 1,554

その他 2,832 2,780

減価償却累計額 △2,292 △2,223

有形固定資産合計 2,093 2,111

無形固定資産 137 78

投資その他の資産   

その他 1,497 1,492

貸倒引当金 △195 △207

投資その他の資産合計 1,302 1,284

固定資産合計 3,533 3,474

繰延資産 2 4

資産合計 7,923 7,468



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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   

支払手形及び買掛金 1,526 627

工事未払金 142 245

短期借入金 1,090 1,370

1年内返済予定の長期借入金 760 645

1年内償還予定の社債 300 －

未払法人税等 4 30

賞与引当金 60 128

工事損失引当金 0 －

その他 316 244

流動負債合計 4,201 3,292

固定負債   

社債 200 500

長期借入金 568 679

退職給付引当金 1,171 1,121

役員退職慰労引当金 17 17

関係会社整理損失引当金 － 9

その他 2 2

固定負債合計 1,958 2,329

負債合計 6,160 5,622

純資産の部   

株主資本   

資本金 411 411

資本剰余金 390 386

利益剰余金 978 1,062

自己株式 △39 △27

株主資本合計 1,740 1,832

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14 △24

為替換算調整勘定 37 38

評価・換算差額等合計 22 14

純資産合計 1,763 1,846

負債純資産合計 7,923 7,468



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,217 5,170

売上原価 3,719 3,580

売上総利益 1,498 1,589

販売費及び一般管理費 1,607 1,660

営業損失（△） △108 △70

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 5 6

為替差益 － 6

受取出向料 － 6

その他 9 9

営業外収益合計 16 29

営業外費用   

支払利息 47 34

関係会社整理損 － 8

その他 2 2

営業外費用合計 49 45

経常損失（△） △142 △86

特別利益   

投資損失引当金戻入額 39 －

特別利益合計 39 －

特別損失   

貸倒引当金繰入額 153 －

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 0 2

投資有価証券評価損 － 16

出資金評価損 42 －

たな卸資産評価損 833 －

特別損失合計 1,030 19

税金等調整前四半期純損失（△） △1,132 △105

法人税、住民税及び事業税 28 4

法人税等調整額 △437 △49

法人税等合計 △409 △45

四半期純損失（△） △723 △60



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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損失（△） △1,132 △105

減価償却費 117 119

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 153 12

投資損失引当金の増減額（△は減少） △39 －

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － △9

賞与引当金の増減額（△は減少） △50 △68

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31 50

受取利息及び受取配当金 △6 △6

支払利息 47 34

為替差損益（△は益） △7 △0

固定資産売却損益（△は益） 0 0

固定資産除却損 0 2

投資有価証券評価損益（△は益） － 16

出資金評価損 42 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,095 △262

たな卸資産の増減額（△は増加） 231 △347

仕入債務の増減額（△は減少） △887 789

未成工事受入金の増減額（△は減少） 256 67

その他 △36 △10

小計 815 281

利息及び配当金の受取額 6 6

利息の支払額 △41 △29

法人税等の支払額 △17 △28

営業活動によるキャッシュ・フロー 763 229

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 12

定期預金の預入による支出 － △13

有形固定資産の取得による支出 △66 △70

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △23 △64

投資有価証券の取得による支出 △6 △14

その他 9 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △86 △157

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） △730 △280

長期借入れによる収入 800 550

長期借入金の返済による支出 △699 △545

自己株式の処分による収入 － 9

自己株式の取得による支出 △12 △17

配当金の支払額 △23 △23

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △665 △306

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2 △238

現金及び現金同等物の期首残高 742 1,107

現金及び現金同等物の四半期末残高 745 869



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

   当社グループは、ケーブルテレビ施設のシステムの最適化をはかることを目的としたケーブルシステム・イ

ンテグレーション事業を主な事業として営んでおり、単一事業であることから事業の種類別セグメント情報の

開示を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

   全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

   海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

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

６．その他の情報
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