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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 22,265 △1.3 161 43.8 239 27.7 △8 ―
21年3月期第3四半期 22,559 ― 112 ― 187 ― 61 ―

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 △0.41 ―
21年3月期第3四半期 3.07 ―

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 22,831 15,304 64.7 738.78
21年3月期 23,679 15,558 63.6 751.95

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  14,783百万円 21年3月期  15,048百万円

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 20.00
22年3月期 ― 7.00 ―
22年3月期 

（予想） 8.00 15.00

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 34,500 2.8 900 44.3 1,000 40.6 500 65.6 24.98
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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.(2) 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.(3) 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 
本資料の業績予想は、発表時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合が
あります。 
業績予想の前提、その他の関連する事項については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3四半期 21,226,071株 21年3月期  21,226,071株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,215,781株 21年3月期  1,213,856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 20,011,644株 21年3月期第3四半期 20,019,219株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は一部持ち直しつつあるものの、企業の大幅な利益減

少や設備投資の縮小により、雇用情勢が依然として厳しい状況にあります。 

 情報通信分野においては、ブロードバンド通信の本格化に伴い、光アクセス、インターネット、モバイ

ル等通信手段の多様化や、固定電話と移動電話、通信と放送の融合等ネットワーク及び事業構造の大きな

変革期に入っております。当社グループの主たる取引先であるＮＴＴグループにおいては、次世代ネット

ワーク(ＮＧＮ)による高品質ＩＰ電話、映像配信システム等のブロードバンド・ユビキタスサービスの展

開を積極的に推進されております。 

 また、各移動体通信キャリアにおいても、多様なサービスと多彩な料金システムにより、通信事業者間

の激しい競争が繰り広げられております。 

 このような経営環境の中、市場の変化とお客様のニーズに迅速に対応するため、当社グループでは「第

２次中期経営計画」(平成18年度～平成22年度)に基づき各種業務の効率化等に取り組んでまいりました。

 その結果、売上高は222億65百万円(前年同四半期連結累計期間比△２億94百万円)、営業利益は１億61

百万円(前年同四半期連結累計期間比49百万円増)、経常利益は２億39百万円(前年同四半期連結累計期間

比51百万円増)、四半期純損失は８百万円(前年同四半期連結累計期間比△69百万円)となりました。 

 なお、当社グループでは、工事の引渡しが第４四半期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連

結会計期間から第３四半期連結会計期間における完成工事高は少なく、第４四半期連結会計期間の完成工

事高が多くなる特徴があります。 

  

(資産、負債、純資産の状況) 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は228億31百万円であり、前連結会計年度末比８億47百万円減少

しました。流動資産は137億87百万円で前連結会計年度末比６億30百万円減少しました。これは主に、現

金預金が33億34百万円から44億19百万円へ10億84百万円の増加及び未成工事支出金が12億45百万円から28

億48百万円へ16億２百万円増加したものの、完成工事未収入金が78億84百万円から47億17百万円へ31億66

百万円減少したことによります。固定資産は90億44百万円で前連結会計年度末比２億16百万円減少しまし

た。有形固定資産は前連結会計年度末比２億81百万円の減少となっています。これは、事業用土地(２億

65百万円)の売却による減少等であります。無形固定資産は前連結会計年度末比37百万円の増加、投資そ

の他の資産については前連結会計年度末比26百万円増加しました。これは投資有価証券が17億36百万円か

ら17億99百万円へ62百万円増加したことによります。 

 負債については75億26百万円と前連結会計年度末比５億94百万円減少しました。流動負債は39億30百万

円で、前連結会計年度末比６億18百万減少しました。これは、工事未払金が24億18百万円から18億54百万

円へ５億64百万円減少したことによります。固定負債は35億95百万円で前連結会計年度比24百万円増加し

ました。 

 純資産は利益剰余金の減少等により、153億４百万円と前連結会計年度末比２億53百万円減少しまし

た。 

  

(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連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連

結会計年度末に比べ５億54百万円(17.6％)増加の36億96百万円となりました。 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は、13億70百万円(前第３四半期連

結累計期間は18億33百万円)となりました。これは、完成工事未収入金等の回収による売上債権の減少31

億67百万円及び未成工事支出金の増加16億２百万円等によるものであります。 

【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
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〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は、３億80百万円(前第３四半期連

結累計期間は３億16百万円)となりました。これは、有形固定資産の売却による収入４億64百万円及び定

期預金の預入による支出等５億30百万円によるものであります。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は、４億35百万円(前第３四半期連

結累計期間は５億94百万円)となりました。これは、配当金の支払額３億40百万円等によるものでありま

す。 

  

平成22年３月期における通期の業績予想につきましては、平成21年５月14日に発表した連結業績予想か

ら変更はありません。 

 なお、連結業績予想の将来に関する事項は、発表時点で判断したものであり、経営環境の変化により異

なる場合があります。 

  

  
  

 該当事項はありません。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四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 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。 

 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、前連結会計年度末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。 

  

工事契約に関する会計基準の適用  

  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、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場合は工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価

比例法)を、その他は工事完成基準を適用しております。 

 なお、この変更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

㈱ＴＴＫ　（1935）　平成22年3月期　第３四半期決算短信

－4－



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   

現金預金 4,419 3,334

受取手形及び売掛金 722 723

完成工事未収入金 4,717 7,884

有価証券 － 104

未成工事支出金 2,848 1,245

材料貯蔵品 281 291

商品 393 277

繰延税金資産 227 319

その他 187 245

貸倒引当金 △10 △9

流動資産合計 13,787 14,418

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 5,271 5,325

機械・運搬具 195 206

土地 2,556 2,821

リース資産 425 366

建設仮勘定 － 10

その他 836 845

減価償却累計額 △4,106 △4,114

有形固定資産合計 5,179 5,460

無形固定資産 229 191

投資その他の資産   

投資有価証券 1,799 1,736

長期預金 500 500

繰延税金資産 1,211 1,237

その他 159 173

貸倒引当金 △34 △38

投資その他の資産合計 3,635 3,608

固定資産合計 9,044 9,261

資産合計 22,831 23,679
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（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   

工事未払金 1,854 2,418

買掛金 1,324 1,212

短期借入金 66 66

リース債務 89 71

未払金 357 529

未払法人税等 34 35

未成工事受入金 72 119

完成工事補償引当金 8 8

その他 124 88

流動負債合計 3,930 4,549

固定負債   

長期借入金 33 66

リース債務 272 234

退職給付引当金 3,076 3,065

役員退職慰労引当金 213 204

固定負債合計 3,595 3,571

負債合計 7,526 8,121

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,847 2,847

資本剰余金 2,641 2,641

利益剰余金 9,392 9,740

自己株式 △372 △372

株主資本合計 14,509 14,858

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 274 190

評価・換算差額等合計 274 190

少数株主持分 521 509

純資産合計 15,304 15,558

負債純資産合計 22,831 23,679
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(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   

完成工事高 19,536 19,317

兼業事業売上高 3,023 2,948

売上高合計 22,559 22,265

売上原価   

完成工事原価 17,521 17,207

兼業事業売上原価 2,909 2,787

売上原価合計 20,431 19,994

売上総利益   

完成工事総利益 2,014 2,110

兼業事業総利益 114 160

売上総利益合計 2,128 2,270

販売費及び一般管理費 2,016 2,109

営業利益 112 161

営業外収益   

受取利息 7 4

受取配当金 45 43

負ののれん償却額 － 3

雑収入 30 33

営業外収益合計 83 85

営業外費用   

支払利息 1 1

雑支出 7 6

営業外費用合計 9 7

経常利益 187 239

特別利益   

固定資産売却益 － 54

投資有価証券売却益 1 －

その他 0 －

特別利益合計 1 54

特別損失   

固定資産除却損 11 2

投資有価証券評価損 － 123

たな卸資産評価損 7 －

減損損失 21 －

固定資産臨時償却費 14 －

その他 6 6

特別損失合計 62 132

税金等調整前四半期純利益 126 161

法人税、住民税及び事業税 36 34

法人税等調整額 23 115

法人税等合計 59 150

少数株主利益 5 19

四半期純利益又は四半期純損失（△） 61 △8
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(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利益 126 161

減価償却費 296 262

減損損失 21 －

負ののれん償却額 － △3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 33 △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19 10

工事損失引当金の増減額（△は減少） 6 －

受取利息及び受取配当金 △53 △48

有形固定資産除売却損益（△は益） 3 △47

無形固定資産除売却損益（△は益） 7 －

投資有価証券売却損益（△は益） △1 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 123

売上債権の増減額（△は増加） 5,951 3,167

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,321 △1,602

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △15 △105

たな卸資産評価損 7 －

仕入債務の増減額（△は減少） △1,460 △452

未成工事受入金の増減額（△は減少） 55 △47

未払金の増減額（△は減少） △247 △171

その他 △143 68

小計 2,287 1,319

利息及び配当金の受取額 52 47

法人税等の還付額 29 142

法人税等の支払額 △536 △139

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,833 1,370

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 12 △530

有価証券の売却による収入 － 105

有形固定資産の取得による支出 △299 △286

有形固定資産の売却による収入 5 464

無形固定資産の取得による支出 △39 △37

投資有価証券の取得による支出 － △100

投資有価証券の売却による収入 3 －

子会社株式の取得による支出 － △0

貸付けによる支出 △4 －

貸付金の回収による収入 11 7

その他 △5 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △316 △380
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △34 －

長期借入金の返済による支出 － △33

リース債務の返済による支出 △52 △57

配当金の支払額 △500 △340

少数株主への配当金の支払額 △3 △3

自己株式の取得による支出 △3 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △594 △435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 922 554

現金及び現金同等物の期首残高 2,400 3,141

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,322 3,696
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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) 

   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) 

 事業の種類として「電気通信工事事業」及び「その他の事業」に区分していますが、全セグメント

の売上高の合計、営業利益の合計額に占める「電気通信工事事業」の割合が、いずれも90％を超えて

いるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しました。 

  

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) 

 本邦以外に所在する支店及び連結子会社がないため、記載を省略しました。 

  

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) 

 海外売上高がないため、記載を省略しました。 

  

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) 

   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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当第３四半期の部門別受注高・完成工事高・受注残高の状況 

  

6. その他の情報

（単位：百万円）

区
分

部  門
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)

増減額

受 
  
 
 
注 
  
 
 
高

前
期
繰
越
高

通信設備所外工事 2,262 3,104 842

通信設備所内工事 2,080 768 △1,311

その他の事業 ― ― ―

計 4,342 3,872 △469

当
期
受
注
高

通信設備所外工事 17,529 17,646 116

通信設備所内工事 4,674 4,475 △198

通信工事材料販売 2,931 2,883 △47

その他の事業 91 64 △27

計 25,227 25,070 △157

合 
計

通信設備所外工事 19,791 20,750 958

通信設備所内工事 6,754 5,244 △1,510

通信工事材料販売 2,931 2,883 △47

その他の事業 91 64 △27

計 29,570 28,943 △626

完
成
工
事
高

通信設備所外工事 14,011 15,734 1,722

通信設備所内工事 5,525 3,582 △1,942 

通信工事材料販売 2,931 2,883 △47

その他の事業 91 64 △27

計 22,559 22,265 △294

受
注
残
高

通信設備所外工事 5,780 5,016 △764

通信設備所内工事 1,229 1,661 431

その他の事業 ― ― ―

計 7,010 6,677 △332
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