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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 10,434 4.6 133 163.8 176 74.7 140 49.6
21年3月期第3四半期 9,976 ― 50 ― 101 ― 94 ―

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 12.36 ―
21年3月期第3四半期 8.26 ―

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 6,892 4,132 59.0 356.93
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3四半期  4,067百万円 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、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 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3四半期  70,264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3四半期 11,398,401株 21年3月期第3四半期 11,404,660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、一方では円高とデフレの進行が企業業績の先行きに不透明感を与え、設備投資の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112億51百万円（前年同期比5.8％減）、完成工事高

は104億34百万円（同4.6％増）、経常利益は１億76百万円（同74.7％増）、四半期純利益は１億40百万円（同49.6％

増）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103億79百万円（前年同期比3.6％減）、完成工事高は94億５百万円（同4.5％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５億49百万円

（同33.6％減）、完成工事高は７億22百万円（同4.0％減）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は順調に推移しましたが、栄養給食管理システム（ニュートリメイト）の受注が伸び悩

んだこと等により、受注高は３億22百万円（同8.5％減）となりました。また、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の引渡しにより、完成工事高は３億６百万円（同35.4％増）となりました。 

  

当第３四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２億57百万円減少し68億92百万円

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15億66百万円、未成工事支出金の増加８億３百万円及び関係会社預け金の増加３億円であります。 

負債総額につきましては、前連結会計年度末と比較して２億72百万円減少し27億60百万円となりました。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１億６百万円及び賞与引当金の減少１億16百万円

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15百万円増加し41億32百万円となり、自己資本比率は

59.0％となりました。主な要因は、利益剰余金の増加26百万円及び少数株主持分の減少７百万円であります。 

（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、６億19百万円となり、前

連結会計年度末に比べ５億47百万円の増加となりました。 

 当第３四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６億82百万円（前年同期は12億48百万円の増加）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15億66百万円であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加８億28百万円及

び仕入債務の減少１億６百万円であります。 

（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９百万円（前年同期は80百万円の減少）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９百万円であり、主な減少要因は、固定資産の取得に

よる支出50百万円であります。 

（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１億25百万円（前年同期は10億89百万円の減少）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 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。 

② 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 319,738 71,836

関係会社預け金 300,000 －

受取手形・完成工事未収入金 2,132,541 3,699,296

未成工事支出金 1,434,425 630,752

材料貯蔵品 248,521 223,464

繰延税金資産 42,224 63,686

その他 147,558 124,147

貸倒引当金 △12,683 △10,452

流動資産合計 4,612,326 4,802,731

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 236,845 271,225

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 44,058 42,814

土地 1,568,080 1,575,542

リース資産（純額） 9,221 7,632

有形固定資産計 1,858,206 1,897,215

無形固定資産   

ソフトウエア 61,765 80,032

ソフトウエア仮勘定 8,337 －

その他 1,948 2,033

無形固定資産計 72,052 82,066

投資その他の資産   

投資有価証券 308,986 322,669

長期貸付金 10,239 11,453

繰延税金資産 1,694 1,376

その他 135,426 102,687

貸倒引当金 △106,762 △70,815

投資その他の資産計 349,584 367,372

固定資産合計 2,279,843 2,346,653

資産合計 6,892,169 7,149,385



（単位：千円）

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 1,436,601 1,543,124

短期借入金 － 10,000

未払法人税等 12,552 38,384

未成工事受入金 177,578 168,901

賞与引当金 52,882 169,037

役員賞与引当金 6,000 21,000

その他 217,366 183,102

流動負債合計 1,902,981 2,133,550

固定負債   

長期未払金 634 445

退職給付引当金 751,868 800,626

役員退職慰労引当金 61,041 51,461

繰延税金負債 33,322 33,322

負ののれん 2,995 6,917

リース債務 7,200 6,307

固定負債合計 857,063 899,081

負債合計 2,760,045 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 2,227,481 2,200,628

自己株式 △13,856 △13,219

株主資本合計 4,195,624 4,169,409

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △127,752 △124,069

評価・換算差額等合計 △127,752 △124,069

少数株主持分 64,252 71,413

純資産合計 4,132,124 4,116,753

負債純資産合計 6,892,169 7,149,385



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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) 

完成工事高 9,976,525 10,434,089

完成工事原価 9,211,727 9,549,769

完成工事総利益 764,798 884,320

販売費及び一般管理費 714,059 750,487

営業利益 50,739 133,833

営業外収益   

受取利息 1,076 662

受取配当金 7,218 8,117

負ののれん償却額 7,046 7,046

受取地代家賃 19,160 18,582

その他 16,342 9,449

営業外収益合計 50,844 43,858

営業外費用   

支払利息 420 190

支払手数料 － 785

その他 36 21

営業外費用合計 457 997

経常利益 101,125 176,694

特別利益   

固定資産売却益 633 16,711

貸倒引当金戻入額 28,720 1,375

役員退職慰労引当金戻入額 7,588 100

保険返戻金 6,156 －

特別利益合計 43,099 18,186

特別損失   

過年度工事代金修正額 29,268 －

固定資産売却損 37 398

固定資産除却損 10,023 23,996

投資有価証券清算損 － 2,680

役員退職慰労金 850 －

特別損失合計 40,179 27,074

税金等調整前四半期純利益 104,045 167,806

法人税、住民税及び事業税 19,832 12,963

法人税等調整額 32,038 21,144

法人税等合計 51,871 34,108

少数株主損失（△） △41,988 △7,161

四半期純利益 94,163 140,859



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 104,045 167,806

減価償却費 54,391 62,031

のれん償却額 △3,921 △3,921

貸倒引当金の増減額（△は減少） △50,043 38,177

賞与引当金の増減額（△は減少） △119,456 △116,155

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） 4,400 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,259 △48,758

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 299 9,579

有形固定資産売却損益（△は益） △584 △16,312

有形固定資産除却損 6,643 20,756

無形固定資産売却損益（△は益） △12 －

投資有価証券清算損 － 2,680

過年度工事代金修正額 29,268 －

受取利息及び受取配当金 △8,294 △8,779

支払利息 420 190

売上債権の増減額（△は増加） 2,671,358 1,566,755

たな卸資産の増減額（△は増加） △809,417 △828,730

仕入債務の増減額（△は減少） △421,120 △106,523

未成工事受入金の増減額（△は減少） △43,886 8,677

未払消費税等の増減額（△は減少） △59,811 △34,003

その他 △53,825 20,108

小計 1,293,713 718,578

利息及び配当金の受取額 8,294 8,697

利息の支払額 △2,085 △180

過年度工事代金の支払額 △14,497 －

法人税等の支払額 △37,060 △44,196

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,248,364 682,898

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 △15,700 △28,504

有形固定資産の売却による収入 1,027 24,477

無形固定資産の取得による支出 △53,029 △21,802

無形固定資産の売却による収入 12 11

投資有価証券の取得による支出 △540 －

投資有価証券の清算による収入 － 7,320

貸付けによる支出 △20,200 △500

貸付金の回収による収入 8,423 9,014

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,007 △9,984



（単位：千円）

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   

短期借入れによる収入 750,000 －

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 △1,096 △637

配当金の支払額 △68,205 △113,256

その他 △452 △1,118

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,089,754 △125,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,602 547,901

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 169,940 619,738



 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） 

 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） 

 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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