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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 9,277 0.4 154 64.1 194 42.5 104 21.1
21年3月期第3四半期 9,240 ― 94 ― 136 ― 86 ―

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 12.47 ―

21年3月期第3四半期 9.73 ―

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 9,712 4,983 50.6 584.99
21年3月期 9,965 4,937 48.9 580.57

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,909百万円 21年3月期  4,874百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
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 13,133 △2.9 305 △0.5 348 4.6 198 1.3 23.63



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 

上記業績予想は、本資料発表日現在における入手可能な情報に基づき予想しており、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性がありま
す。前提条件、その他関連事項については、添付資料３ページをご参照ください。 

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 8,968,960株 21年3月期  8,968,960株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  575,930株 21年3月期  572,422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 8,394,247株 21年3月期第3四半期 8,879,121株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済を揺るがしたリーマンショックから１年以上が経過

しましたが、昨今はデフレ傾向の影響も出るなど企業収益や雇用情勢が低迷し、経営環境は依然として厳しい状況

が続いております。  

情報通信分野においては、ＩＣＴ（情報通信技術）の利活用を促進するためのフルＩＰネットワーク基盤の構築

が確実に進展しており、ＮＧＮ（次世代ネットワーク）の商用サービス「フレッツ光ネクスト」等の提供エリアが

拡大されるなか、昨年６月期には全国の光ファイバー契約数がブロードバンドサービスの５０％を超える市場に成

長しております。 

このような状況のもとで当社グループの売上高は、ＮＴＴ以外の官公庁・民需工事においては一段と厳しい価格

競争が続くなか移動体関連工事やソフト開発が減少したことにより前年同期を下回りましたが、ＮＴＴ工事では主

力のフレッツ光関連工事は受注価格の低廉化の影響で減少傾向にあるものの、北陸新幹線工事に伴う支障移転工事

等の増加があったため前年同期を上回りました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間においては景気低迷の続くなか受注高は93億5百万円（前年同期比7.6％

減）、売上高は92億7千7百万円（前年同期比0.4％増）となりました。 

利益面につきましては当社グループとして生産性の向上施策等を着実に実施し、営業利益は1億5千4百万円（前年

同期比64.1％増）、経常利益は1億9千4百万円（前年同期比42.5％増）、四半期純利益は1億4百万円（前年同期比

21.1％増）となりました。 

  （注）従来の「完成工事高」を「売上高」に記載方法を変更しておりますが、数値に変更はありません。  

   

(１) 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、前連結会計年度末に比べ2億5千3百万円、2.5％減少し、97億1千2百万

円となりました。主な要因は、有価証券3億円の増加と現金預金4千8百万円、受取手形・完成工事未収入金4億3千7

百万円、有形固定資産3千6百万円及び繰延税金資産4千1百万円の減少であります。 

 負債の部は、前連結会計年度末に比べ2億9千8百万円、5.9％減少し、47億2千9百万円となりました。主な要因

は、工事未払金1億6千9百万円及び退職給付引当金1億1千7百万円の減少であります。 

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べ4千5百万円、0.9％増加し、49億8千3百万円になりました。   

 (２) 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は、前連結会計年度末より8千万円減少の22億4千8百

万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は3億9千4百万円（前年同期8億8千9百万円の増加）であり、その主なものは、税金等

調整前四半期純利益1億9千1百万円、売上債権4億3千7百万円の回収による増加と賞与引当金1億2千3百万円、退職

給付引当金9千5百万円の資金の減少であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は3億8千7百万円（前年同期5千7百万円の減少）であり、その主なものは、定期預金3

億3千2百万円、有形固定資産の取得6千2百万円の支払であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は8千6百万円（前年同期1億6千3百万円の減少）であり、その主なものは、借入金の

返済1千8百万円、配当金6千7百万円の支払であります。 

   

平成22年3月期の連結業績予想につきましては、平成21年11月5日に公表しました連結業績予想の見直しは行って

おりません。  

   

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
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（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   

  

・簡便な会計処理  

（一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権）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。  

  

（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有形固定資産については、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定し

ております。 

  

（繰延税金資産の回収可能性の判断） 

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に著しい変化が生じておら

ず、かつ、一時差異等の発生状況について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。  

  

・完成処理基準に関する事項の変更  

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更）  

 請負工事及び受注制作ソフトウェア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）を適用

し、第１四半期連結会計期間に着手した契約から、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（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他については

工事完成基準を適用しております。 

これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間に係る完成工事高は884,835千円増

加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ32,997千円増加しております。 

  

４．その他

（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：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 2,118,840 2,167,766

受取手形・完成工事未収入金 2,743,065 3,180,338

有価証券 554,419 253,930

未成工事支出金 502,152 491,781

材料貯蔵品 52,188 26,570

繰延税金資産 79,331 84,597

その他 121,599 133,176

貸倒引当金 △7,001 △5,038

流動資産合計 6,164,595 6,333,122

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 512,948 530,468

土地 1,125,283 1,125,283

その他（純額） 156,968 175,653

有形固定資産計 1,795,200 1,831,404

無形固定資産 14,247 23,755

投資その他の資産   

投資有価証券 460,737 460,198

長期貸付金 8,022 11,200

繰延税金資産 1,209,054 1,244,913

その他 60,431 60,814

投資その他の資産計 1,738,245 1,777,126

固定資産合計 3,547,694 3,632,286

資産合計 9,712,289 9,965,408

負債の部   

流動負債   

工事未払金 895,853 1,065,817

短期借入金 25,246 35,496

未払法人税等 15,628 19,557

未成工事受入金 54,311 51,557

賞与引当金 56,710 180,100

完成工事補償引当金 10,145 9,997

その他 630,267 518,478

流動負債合計 1,688,162 1,881,004

固定負債   

長期借入金 22,924 31,296

退職給付引当金 2,755,489 2,872,738

役員退職慰労引当金 234,581 212,954

負ののれん 27,863 29,774

固定負債合計 3,040,857 3,146,763

負債合計 4,729,020 5,027,767
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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 611,000 611,000

資本剰余金 326,200 326,200

利益剰余金 4,140,044 4,102,549

自己株式 △126,908 △126,136

株主資本合計 4,950,335 4,913,613

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,510 △38,803

評価・換算差額等合計 △40,510 △38,803

少数株主持分 73,443 62,831

純資産合計 4,983,268 4,937,641

負債純資産合計 9,712,289 9,965,408
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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) 

完成工事高 9,240,418 9,277,259

完成工事原価 8,133,589 8,102,605

完成工事総利益 1,106,829 1,174,653

販売費及び一般管理費 1,012,433 1,019,782

営業利益 94,395 154,871

営業外収益   

受取利息 5,543 3,187

受取配当金 9,042 8,439

受取地代家賃 7,455 7,376

持分法による投資利益 7,462 10,428

その他 16,530 14,691

営業外収益合計 46,034 44,123

営業外費用   

支払利息 910 810

その他 2,877 3,521

営業外費用合計 3,788 4,331

経常利益 136,642 194,663

特別利益   

固定資産売却益 1,928 34

貸倒引当金戻入額 3,526 －

その他 109 23

特別利益合計 5,564 57

特別損失   

固定資産売却損 48 37

固定資産除却損 1,993 2,300

その他 135 1,341

特別損失合計 2,176 3,678

税金等調整前四半期純利益 140,030 191,042

法人税、住民税及び事業税 7,646 33,130

法人税等調整額 63,299 42,286

法人税等合計 70,945 75,416

少数株主利益又は少数株主損失（△） △17,347 10,972

四半期純利益 86,433 104,652
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（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 140,030 191,042

減価償却費 118,302 97,010

負ののれん償却額 △1,910 △1,910

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,526 1,963

賞与引当金の増減額（△は減少） △178,367 △123,390

退職給付引当金の増減額（△は減少） △125,252 △95,622

その他の引当金の増減額（△は減少） 1,893 147

受取利息及び受取配当金 △14,585 △11,627

支払利息 910 810

持分法による投資損益（△は益） △7,462 △10,428

その他の損益（△は益） 247 3,886

売上債権の増減額（△は増加） 1,894,519 437,272

未成工事支出金の増減額（△は増加） △444,312 △35,989

仕入債務の増減額（△は減少） △464,610 △169,963

その他の資産の増減額（△は増加） 37,831 11,790

その他の負債の増減額（△は減少） △69,474 123,186

小計 884,231 418,178

利息及び配当金の受取額 17,565 13,455

利息の支払額 △910 △822

法人税等の支払額 △11,685 △36,756

営業活動によるキャッシュ・フロー 889,201 394,055

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） △4,051 △332,011

有形固定資産の取得による支出 △62,506 △62,964

有形固定資産の売却による収入 2,385 173

無形固定資産の取得による支出 △4,032 －

短期貸付金の増減額（△は増加） － △10

長期貸付金の回収による収入 3,381 3,177

その他 7,264 4,043

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,558 △387,590

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） △13,000 △10,000

長期借入れによる収入 30,000 －

長期借入金の返済による支出 △5,250 △8,622

自己株式の取得による支出 △103,800 △772

配当金の支払額 △71,277 △67,157

少数株主への配当金の支払額 △540 △360

財務活動によるキャッシュ・フロー △163,868 △86,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 667,774 △80,447

現金及び現金同等物の期首残高 1,815,241 2,329,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,483,016 2,248,797
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 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）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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