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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 15,688 △10.4 141 △21.0 180 △30.4 156 49.6
21年3月期第3四半期 17,506 ― 179 ― 259 ― 104 ―

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 12.05 ―

21年3月期第3四半期 7.92 ―

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 15,421 8,161 52.9 629.39
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3四半期  8,150百万円 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  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 25,700 △0.7 530 △0.2 610 ― 420 48.7 32.26
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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】「３．その他（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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．その他（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 

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3四半期 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3四半期  477,919株 21年3月期  349,969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 13,016,365株 21年3月期第3四半期 13,238,348株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善を背景に、一部では景気指標が持

ち直してきているものの、依然として雇用環境の悪化や個人消費の低迷など、先行きに対する不透明感

が強く、さらに国内におけるデフレや公共投資の減少などから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、企業のＩＴ投資が低水準で推

移するなか、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

社的な経費節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、厳しい受注環境が続いております。  

  その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、受注高は174億25百万円（前年同期比10.7％

減）、売上高は156億88百万円（前年同期比10.4％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、コスト削減に努めておりますが、売上高減少の影響が大きく、経常利益

は１億80百万円（前年同期比30.4％減）、四半期純利益は１億56百万円（前年同期比49.6％増）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90億７百万円（前年同期比11.3％減）、売

上高は85億23百万円（前年同期比10.4％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64億13百万円（前年同期比6.9％減）、売上

高は52億53百万円（前年同期比8.6％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20億４百万円（前年同期比18.9％減）、売上高は19

億11百万円（前年同期比14.8％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

－3－

日本電通㈱（1931）平成22年3月期　第3四半期決算短信



当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は154億21百万円で前連結会計年度末比14億24百

万円の減少となりました。これは流動資産においては99億23百万円と、前連結会計年度末比12億86百万

円減少し、固定資産が54億98百万円と、前連結会計年度末比１億38百万円減少したことによります。 

流動資産の減少の主な要因は、「有価証券」が前連結会計年度末比９億円増加、「未成工事支出金」

が前連結会計年度末比14億66百万円増加し、「現金及び預金」が前連結会計年度末比10億24百万円減

少、「受取手形・完成工事未収入金等」が前連結会計年度末比26億43百万円減少したこと等でありま

す。 

固定資産の減少の主な要因は、「投資有価証券」が前連結会計年度末比52百万円減少したこと等であ

ります。 

負債の部は72億59百万円で、前連結会計年度末比13億99百万円減少しました。内訳は流動負債で前連

結会計年度末比12億74百万円減少し、固定負債で前連結会計年度末比１億24百万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」が前連結会計年度末比14億52百万円減少

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81億61百万円で前連結会計年度末比25百万円の減少となりました。主な要因としましては、

「自己株式」が前連結会計年度末比45百万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52.9％に増加いたしました。 

  
  

 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。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 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
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① 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。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

② 表示方法の変更 

前第３四半期連結累計期間について、営業外費用の「その他」に含まれておりました「投資有価

証券評価損」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲

記することにしております。なお、前第３四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれ

る「投資有価証券評価損」は841千円であります。  

  

  

(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
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４.【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   

現金及び預金 2,180,038 3,204,514 

受取手形・完成工事未収入金等 4,181,420 6,824,497 

有価証券 1,005,489 105,356 

未成工事支出金 2,130,658 664,035 

商品 46,350 48,060 

材料貯蔵品 13,612 15,911 

その他 378,625 364,003 

貸倒引当金 △12,614 △16,408 

流動資産合計 9,923,581 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） 1,179,540 1,235,034 

有形固定資産合計 3,393,641 3,449,135 

無形固定資産 87,864 89,728 

投資その他の資産   

投資有価証券 953,851 1,005,911 

その他 1,077,530 1,104,222 

貸倒引当金 △14,879 △12,903 

投資その他の資産合計 2,016,501 2,097,230 

固定資産合計 5,498,007 5,636,094 

資産合計 15,421,589 16,846,065 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,669,380 4,122,135 

短期借入金 2,050,000 1,950,000 

1年内返済予定の長期借入金 100,000 － 

未払法人税等 13,673 131,254 

賞与引当金 50,191 173,734 

完成工事補償引当金 － 8,400 

工事損失引当金 16,304 36,179 

その他 785,459 537,931 

流動負債合計 5,685,010 6,959,635 

固定負債   

長期借入金 50,000 150,000 

退職給付引当金 1,038,193 1,072,836 

負ののれん 51,311 63,826 

その他 435,110 412,589 

固定負債合計 1,574,615 1,699,252 

負債合計 7,259,626 8,658,888 
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（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) 

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 5,459,413 5,433,769 

自己株式 △154,153 △108,178 

株主資本合計 8,228,106 8,248,438 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,744 10,997 

土地再評価差額金 △88,194 △88,194 

評価・換算差額等合計 △77,450 △77,197 

少数株主持分 11,307 15,936 

純資産合計 8,161,963 8,187,177 

負債純資産合計 15,421,589 16,846,065 
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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：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) 

売上高 17,506,426 15,688,788 

売上原価 15,430,980 13,799,510 

売上総利益 2,075,446 1,889,277 

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 797,430 745,181 

貸倒引当金繰入額 － 3,138 

賞与引当金繰入額 12,799 12,803 

退職給付費用 53,711 27,142 

その他 1,031,993 959,156 

販売費及び一般管理費合計 1,895,935 1,747,422 

営業利益 179,510 141,855 

営業外収益   

受取利息配当金 43,160 37,398 

投資有価証券売却益 － 31,679 

その他 80,928 49,723 

営業外収益合計 124,088 118,801 

営業外費用   

支払利息 21,863 20,924 

投資有価証券評価損 － 43,094 

不動産賃貸費用 9,658 8,968 

その他 12,470 7,006 

営業外費用合計 43,993 79,993 

経常利益 259,605 180,663 

特別損失   

減損損失 96,295 － 

特別損失合計 96,295 － 

税金等調整前四半期純利益 163,310 180,663 

法人税、住民税及び事業税 20,692 17,698 

法人税等調整額 46,209 11,040 

法人税等合計 66,902 28,739 

少数株主損失（△） △8,449 △4,924 

四半期純利益 104,857 156,848 
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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３四半期連結累計期間 第３四半期連結累計期間

受 
  
注 
  
高

情報通信事業 10,155 (52.0%) 9,007 (51.7%) △1,147 △11.3%

電気通信事業 6,885 (35.3%) 6,413 (36.8%) △471 △6.9%

建設事業計 17,040 (87.3%) 15,421 (88.5%) △1,619 △9.5%

情報システム事業 2,472 (12.7%) 2,004 (11.5%) △467 △18.9%

情報システム事業計 2,472 (12.7%) 2,004 (11.5%) △467 △18.9%

合       計 19,513 (100.0%) 17,425 (100.0%) △2,087 △10.7%

売 
  
上 
  
高

情報通信事業 9,512 (54.4%) 8,523 (54.3%) △989 △10.4%

電気通信事業 5,749 (32.8%) 5,253 (33.5%) △495 △8.6%

建設事業計 15,261 (87.2%) 13,777 (87.8%) △1,484 △9.7%

情報システム事業 2,244 (12.8%) 1,911 (12.2%) △332 △14.8%

情報システム事業計 2,244 (12.8%) 1,911 (12.2%) △332 △14.8%

合       計 17,506 (100.0%) 15,688 (100.0%) △1,817 △10.4%

（注）（ ）内のパーセント表示は、構成比率

以  上
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