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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 171,436 △8.3 5,690 △41.4 6,136 △39.4 3,462 △30.0

21年3月期第3四半期 187,054 ― 9,711 ― 10,130 ― 4,948 ―

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 32.77 30.34
21年3月期第3四半期 46.64 43.21

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 164,546 100,845 58.2 921.28
21年3月期 179,555 101,878 53.3 903.15

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  95,811百万円 21年3月期  95,788百万円

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 ― 10.00 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 20.00

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 284,000 △1.4 16,400 △13.1 16,900 △13.3 9,700 3.3 91.46
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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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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 117,812,419株 21年3月期  117,812,419株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  13,814,026株 21年3月期  11,752,170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 105,664,947株 21年3月期第3四半期 106,094,604株
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 情報通信分野におきましては、固定と移動、通信と放送の融合や、インターネットを活用した新たな通信サー

ビスの拡大、低炭素社会実現の視点からのＩＣＴの利活用など、「スマート・ユビキタスネット社会」の実現に

向けた通信技術の多様化・高度化が進展しております。 

   景気停滞により企業のＩＴ投資が低水準で推移するなか、通信事業者におきましては、ＮＧＮの展開、光アク

セス網の整備、移動通信のバージョンアップなど、設備投資が底堅く進められております。 

 また、クラウドコンピューティング市場などの新たな分野、デジタルデバイド解消に向けた自治体による情報

通信基盤の整備なども着実な拡がりを見せております。  

   このような事業環境のもと当社グループは、「エクシオグループトータルの経営強化による成長基盤の確立」

に向けて、営業領域拡大・新規顧客開拓による業容拡大、施工の上流下流への事業領域拡大、グループ全体での

更なるコスト競争力の強化などの取組みを進めております。 

当第３四半期連結累計期間における事業別の概況は、次のとおりであります。 
  

①エンジニアリングソリューション 

   ＮＣＣ及び自治体からの受注は順調に推移しましたが、ＮＴＴグループ関連工事の減少等により、前年同期に

比べ受注高・完成工事高ともに減少しました。  
  
  ②システムソリューション 

    企業のＩＴ投資が低水準で推移しており、前年同期に比べ受注高・完成工事高ともに減少しました。 
     
    当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、受注高は1,940億９千６百万円（前年同期比89.2％）、

完成工事高は1,714億３千６百万円（前年同期比91.7％）となりました。損益面につきましては、営業利益は56億

９千万円（前年同期比58.6％）、経常利益は61億３千６百万円（前年同期比60.6％）、四半期純利益は34億６千

２百万円（前年同期比70.0％）となりました。  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ150億９百万円減少し、1,645億４千６百万

円となりました。これは主に受取手形・完成工事未収入金の減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比べ139億７千６百万円減少し、637億円となりました。これは主に支払手形・工

事未払金及び未払法人税等の減少によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ10億３千２百万円減少し、1,008億４千５百万円となりました。これは主に

自己株式の増加によるものであります。   

連結業績予想につきましては、現時点では平成21年５月12日に公表しました業績予想に変更はありません。  

該当事項はありません。  

税金費用の計算  

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 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。 

 これによる完成工事高及び損益への影響は軽微であります。  

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

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
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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 6,096 6,317

受取手形・完成工事未収入金 39,196 72,127

有価証券 13,930 20,001

未成工事支出金等 37,347 21,097

その他 7,903 6,975

貸倒引当金 △111 △202

流動資産合計 104,363 126,317

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 18,147 12,239

土地 25,525 23,333

その他（純額） 1,813 2,565

有形固定資産計 45,486 38,138

無形固定資産 2,994 3,244

投資その他の資産   

その他 14,053 14,524

貸倒引当金 △2,351 △2,670

投資その他の資産計 11,702 11,854

固定資産合計 60,182 53,238

資産合計 164,546 179,555

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 19,663 28,729

未払法人税等 2,306 5,120

未成工事受入金 8,825 5,087

引当金 936 1,226

その他 8,440 14,098

流動負債合計 40,172 54,263

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 15,000 15,000

退職給付引当金 5,198 5,515

その他の引当金 736 1,019

負ののれん 434 204

その他 2,159 1,673

固定負債合計 23,528 23,413

負債合計 63,700 77,677
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,888 6,888

資本剰余金 6,009 5,959

利益剰余金 92,673 91,184

自己株式 △10,268 △8,494

株主資本合計 95,302 95,537

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 508 250

評価・換算差額等合計 508 250

新株予約権 251 181

少数株主持分 4,782 5,908

純資産合計 100,845 101,878

負債純資産合計 164,546 179,555
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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) 

完成工事高 187,054 171,436

完成工事原価 163,603 152,597

完成工事総利益 23,451 18,838

販売費及び一般管理費 13,740 13,148

営業利益 9,711 5,690

営業外収益   

受取利息 183 100

受取配当金 162 133

負ののれん償却額 201 138

その他 620 302

営業外収益合計 1,168 674

営業外費用   

支払利息 13 12

為替差損 339 －

その他 397 216

営業外費用合計 750 228

経常利益 10,130 6,136

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 153

投資有価証券売却益 151 －

特別利益合計 151 153

特別損失   

投資有価証券売却損 － 105

固定資産除却損 － 150

減損損失 100 －

投資有価証券評価損 1,197 －

特別損失合計 1,297 255

税金等調整前四半期純利益 8,984 6,033

法人税等 4,295 2,690

少数株主損失（△） △259 △118

四半期純利益 4,948 3,462
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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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