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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 271,230 △5.8 13,867 △26.5 14,425 △26.0 8,378 △10.8

21年3月期 288,017 0.1 18,871 15.1 19,489 13.3 9,388 △12.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 79.75 73.80 8.6 8.0 5.1
21年3月期 88.50 81.98 10.2 10.9 6.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 180,128 105,307 55.4 973.13
21年3月期 179,555 101,878 53.3 903.15

（参考） 自己資本   22年3月期  99,868百万円 21年3月期  95,788百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 10,989 △10,600 △4,095 22,229
21年3月期 17,434 △4,057 △2,531 26,261

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 2,121 22.6 2.3
22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 2,093 25.1 2.1

23年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 21.6

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

105,500 △5.4 4,100 27.3 4,300 25.7 2,500 27.1 24.36

通期 281,500 3.8 15,500 11.8 16,500 14.4 9,500 13.4 92.57
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、12ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注)1株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、14ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  15,186,651株 21年3月期  11,752,170株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 216,315 △6.6 10,019 △30.9 10,582 △27.7 6,494 △8.7

21年3月期 231,671 3.5 14,493 28.0 14,632 26.2 7,109 0.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 61.81 57.20
21年3月期 67.01 62.08

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 152,090 76,294 50.0 740.77
21年3月期 149,393 74,327 49.6 699.09

（参考） 自己資本 22年3月期  76,021百万円 21年3月期  74,145百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。 

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

第2四半期 
累計期間

84,500 △4.6 3,000 11.9 3,300 13.3 1,900 △6.6 18.51

通期 227,000 4.9 11,700 16.8 12,700 20.0 7,400 13.9 72.11
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（１） 経営成績に関する分析 

(当期の経営成績) 

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の回復や政府の経済対策効果などを背景に一部に持ち直しが見ら

れたものの、雇用情勢の悪化や為替相場の動向などの懸念が払拭できず、本格的な景気回復には至りませんでした。 

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」の実現に向けた情

報通信技術の多様化・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・ディ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り組みを進めてまいりました。 

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、前連結会計年度

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、前連結会計年度に比べ受注高・完成工事高ともに減少しました。 

この結果、当連結会計年度の経営成績につきましては、受注高は2,762億８千９百万円（前期比96.5％）、完成工事

高は2,712億３千万円（前期比94.2％）となりました。損益面につきましては、営業利益は138億６千７百万円（前期

比73.5％）、経常利益は144億２千５百万円（前期比74.0％）、当期純利益は83億７千８百万円（前期比89.2％）とな

りました。 

(次期の見通し) 

情報通信分野におきましては、引き続き「スマート・ユビキタスネット社会」の実現を目指し、デジタル・ディバ

イドやブロードバンド・ゼロ地域の解消に向けた情報通信基盤の整備が加速するとともに、固定と移動、通信と放送

の融合や、モバイル端末によるデータ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、情報

通信技術の多様化・高度化が想定されます。 

また、光アクセス網やＮＧＮの整備、移動通信の品質向上やバージョンアップ、ＬＴＥへの移行開始など、通信事

業者による設備投資が底堅く進められるものと思われます。 

さらに、企業のＩＴ投資は、クラウドコンピューティング関連などを中心に、緩やかな回復が見込まれます。 

このような事業環境のもと、当社グループは、新たに2010年度を初年度とする中期経営計画（2010年度～2012年

度）を策定し、「ＩＣＴのソリューション・サービス企業としてビジネスの拡大を図り、新たな成長を実現する」と

いう中期ビジョンのもと、提案力・営業力の強化による新規顧客の開拓や既存ビジネスから周辺・新規ビジネスへの

拡大、経営資源の柔軟かつ効率的な配置や施策のスピードアップによるコスト競争力の強化などに取り組んでまいり

ます。 

また、会社法及び金融商品取引法に基づく内部統制が有効に機能するための体制を適切に運用することにより、業

務の有効性・効率性及び財務報告の信頼性を引き続き確保してまいります。 

第57期（平成23年３月期）の連結業績につきましては、受注高は2,745億円（前期比99％）、完成工事高は2,815億

円（前期比104％）、営業利益は155億円（前期比112％）、経常利益は165億円（前期比114％）、当期純利益は95億円

（前期比113％）を見込んでおります。 

  

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 資産は、前連結会計年度末と比較して５億７千３百万円増加し、1,801億２千８百万円（前期比100.3％）となり

ました。これは主に建物・構築物の増加によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比較して28億５千６百万円減少し、748億２千１百万円（前期比96.3％）となりま

した。これは主に未成工事受入金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較して34億２千９百万円増加し、1,053億７百万円（前期比103.4％）となりま

１．経営成績
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した。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における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40億３千

２百万円減少し、222億２千９百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況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） 

営業活動の結果獲得した資金は109億８千９百万円（前期は174億３千４百万円の獲得）となりました。これは主

に税金等調整前当期純利益及び減価償却費によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は106億円（前期は40億５千７百万円の使用）となりました。これは主に有形固定

資産の取得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） 

 財務活動の結果使用した資金は40億９千５百万円（前期は25億３千１百万円の使用）となりました。これは主に

自己株式の取得及び配当金の支払額によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。なお、無利息の転換社債型新株予約権付社債についても対象としております。また、利払いにつ

いては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

４．平成20年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきまして

は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

（３） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、業績並びに今後の事業環境等を勘案しながら財務体質の強化、事業拡大のための投資、

自己株式の取得等を弾力的に考慮しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。 

上記の方針に基づき、当期の配当につきましては、１株につき期末配当を10円とし、中間配当10円とあわせ、年間

20円を予定しております。 

次期の配当につきましては、１株につき当期と同額の年間20円（中間配当10円、期末配当10円）を予定しておりま

す。 

  
平成18年
３月期 

平成19年
３月期 

平成20年
３月期 

平成21年 
３月期 

平成22年
３月期 

自己資本比率（％）  46.5  45.3  50.1  53.3  55.4

時価ベースの自己資本比率（％）  103.2  76.1  46.1  47.3  44.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  0.8  1.1  －  1.0  1.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  34.4  250.4  －  949.8  672.2
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 近の有価証券報告書（平成21年６月23日提出）における「事業の系統図」から重要な変更がないため開示を省略し

ております。 

  

（１） 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「技術力を培う 豊かさを求める 社会に貢献する」というグループ理念のもと、株主をはじめと

するすべてのステークホルダーから信頼される誠実で透明性の高い経営の実現を目指しております。 

このような基本方針のもと企業行動規範を制定し、コンプライアンス・プログラムを実施するとともに、内部監査制

度の充実、ＩＲ活動の強化や適切な社内組織の見直しなどにより業務の有効性・効率性を引き続き確保してまいりま

す。 

また、大変革期にある情報通信ネットワーク市場において、ソリューション・サービス企業として、情報通信ネット

ワークの構築をはじめとした多彩なソリューション及びサービスを提供することにより、豊かな生活環境を創り出す企

業集団として社会に貢献してまいりたいと考えております。 

  

（２） 目標とする経営指標 

当社グループは、グループ企業価値を向上させ株主価値を高めるため、受注の拡大と収益性向上による利益の拡大が

重要であると考えております。このような考えのもと中期経営計画において 終年の平成25年３月期に連結売上高

3,000億円、営業利益200億円の達成を目指してまいります。 

  

（３） 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、新たに2010年度を初年度とする中期経営計画（2010年度～2012年度）を策定し、ＩＣＴのソリュー

ション・サービス企業としてビジネスの拡大を図り、新たな成長を実現してまいります。 

情報通信ネットワーク市場において、施工中心のビジネスから周辺ビジネスへの事業領域の拡大、多様な顧客ニーズ

に対応できる提案力・営業力の強化、コスト競争力の更なる強化を図ります。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 6,317 6,136

受取手形・完成工事未収入金 72,127 70,917

有価証券 20,001 16,630

未成工事支出金等 21,097 19,404

繰延税金資産 4,227 3,329

その他 2,748 3,021

貸倒引当金 △202 △199

流動資産合計 126,317 119,239

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 12,239 18,166

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,472 1,218

土地 23,333 25,429

その他（純額） 1,092 413

有形固定資産計 38,138 45,228

無形固定資産 3,244 2,932

投資その他の資産   

投資有価証券 5,440 6,379

長期貸付金 1,266 －

繰延税金資産 701 924

その他 7,115 7,444

貸倒引当金 △2,670 △2,019

投資その他の資産計 11,854 12,729

固定資産合計 53,238 60,889

資産合計 179,555 180,128
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 28,729 28,722

未払費用 9,057 8,189

未払法人税等 5,120 3,738

未成工事受入金 5,087 2,948

賞与引当金 449 424

役員賞与引当金 193 75

完成工事補償引当金 369 201

工事損失引当金 214 257

その他 5,041 4,936

流動負債合計 54,263 49,494

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 15,000 15,000

長期借入金 － 2,450

繰延税金負債 723 852

退職給付引当金 5,515 4,469

役員退職慰労引当金 736 410

投資損失引当金 283 373

負ののれん 204 385

その他 949 1,385

固定負債合計 23,413 25,326

負債合計 77,677 74,821

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,888 6,888

資本剰余金 5,959 6,009

利益剰余金 91,184 97,590

自己株式 △8,494 △11,272

株主資本合計 95,537 99,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 250 652

評価・換算差額等合計 250 652

新株予約権 181 272

少数株主持分 5,908 5,167

純資産合計 101,878 105,307

負債純資産合計 179,555 180,128
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

完成工事高 288,017 271,230

完成工事原価 251,056 239,934

完成工事総利益 36,960 31,295

販売費及び一般管理費 18,088 17,428

営業利益 18,871 13,867

営業外収益   

受取利息 266 118

受取配当金 173 136

受取地代家賃 － 111

受取手数料 － 93

負ののれん償却額 266 199

その他 525 221

営業外収益合計 1,232 880

営業外費用   

支払利息 18 19

投資損失引当金繰入額 － 85

貸倒損失 103 33

為替差損 262 －

その他 231 184

営業外費用合計 615 322

経常利益 19,489 14,425

特別利益   

固定資産売却益 126 －

投資有価証券売却益 151 －

特別利益合計 277 －

特別損失   

特別退職金 － 315

退職給付費用 － 162

固定資産除却損 175 192

投資有価証券売却損 － 105

減損損失 166 －

投資有価証券評価損 1,754 －

貸倒引当金繰入額 909 －

特別損失合計 3,006 776

税金等調整前当期純利益 16,759 13,649

法人税、住民税及び事業税 6,849 4,406

法人税等調整額 1,133 611

法人税等合計 7,983 5,017

少数株主利益又は少数株主損失（△） △612 253

当期純利益 9,388 8,378
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,888 6,888

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,888 6,888

資本剰余金   

前期末残高 5,953 5,959

当期変動額   

自己株式の処分 5 50

当期変動額合計 5 50

当期末残高 5,959 6,009

利益剰余金   

前期末残高 84,023 91,184

当期変動額   

剰余金の配当 △2,228 △2,127

当期純利益 9,388 8,378

連結範囲の変動 － 154

当期変動額合計 7,160 6,405

当期末残高 91,184 97,590

自己株式   

前期末残高 △8,438 △8,494

当期変動額   

自己株式の取得 △75 △3,297

自己株式の処分 19 519

当期変動額合計 △56 △2,778

当期末残高 △8,494 △11,272

株主資本合計   

前期末残高 88,427 95,537

当期変動額   

剰余金の配当 △2,228 △2,127

当期純利益 9,388 8,378

自己株式の取得 △75 △3,297

自己株式の処分 25 569

連結範囲の変動 － 154

当期変動額合計 7,110 3,677

当期末残高 95,537 99,215

- 9 -

㈱協和エクシオ(1951)　平成22年3月期決算短信



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 293 250

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42 401

当期変動額合計 △42 401

当期末残高 250 652

評価・換算差額等合計   

前期末残高 293 250

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42 401

当期変動額合計 △42 401

当期末残高 250 652

新株予約権   

前期末残高 77 181

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 103 90

当期変動額合計 103 90

当期末残高 181 272

少数株主持分   

前期末残高 6,774 5,908

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △866 △740

当期変動額合計 △866 △740

当期末残高 5,908 5,167

純資産合計   

前期末残高 95,573 101,878

当期変動額   

剰余金の配当 △2,228 △2,127

当期純利益 9,388 8,378

自己株式の取得 △75 △3,297

自己株式の処分 25 569

連結範囲の変動 － 154

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △805 △248

当期変動額合計 6,305 3,429

当期末残高 101,878 105,307
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 16,759 13,649

減価償却費 2,554 2,992

減損損失 166 －

のれん償却額 △236 △192

貸倒引当金の増減額（△は減少） 741 △650

退職給付引当金の増減額（△は減少） △305 △1,018

受取利息及び受取配当金 △440 △255

支払利息 18 19

売上債権の増減額（△は増加） 8,803 1,029

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △2,210 1,751

その他の資産の増減額（△は増加） △1,371 975

仕入債務の増減額（△は減少） △4,725 59

未成工事受入金の増減額（△は減少） 695 △2,076

その他の負債の増減額（△は減少） △1,038 37

その他 2,107 308

小計 21,518 16,630

利息及び配当金の受取額 439 257

利息の支払額 △18 △16

法人税等の支払額 △4,505 △5,881

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,434 10,989

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 △3,022 △8,963

有形固定資産の売却による収入 282 168

無形固定資産の取得による支出 △1,018 △714

投資有価証券の取得による支出 △683 △611

投資有価証券の売却による収入 550 251

貸付けによる支出 △429 －

貸付金の回収による収入 337 324

その他 △72 △1,055

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,057 △10,600

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） △170 △992

長期借入金の返済による支出 △30 －

長期借入れによる収入 55 2,450

自己株式の取得による支出 － △3,297

配当金の支払額 △2,228 △2,127

少数株主への配当金の支払額 △95 △82

その他 △63 △45

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,531 △4,095

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,829 △3,706

現金及び現金同等物の期首残高 15,431 26,261

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △325

現金及び現金同等物の期末残高 26,261 22,229
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 該当事項はありません。  

   

 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月23日提出）における記載から重要な変更がないため開示
を省略しております。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

会計処理基準に関する事項     

重要な引当金の計上

基準 

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

 また、過去勤務債務については、主に

その発生時の従業員の平均残存勤務期間

による定額法により費用処理することと

しており、数理計算上の差異について

は、主にその発生時における従業員の平

均残存勤務期間による定額法によりそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 

退職給付引当金 

同左 

(会計方針の変更) 

 当連結会計年度より、「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その３）」

（企業会計基準第19号 平成20年７月31

日）を適用しております。 

 これによる損益への影響はありませ

ん。 

  

重要な収益及び費用

の計上基準 

───── 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

 当連結会計年度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契約

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)を適用し、その

他の工事契約については、工事完成基準

を適用しております。 

（会計方針の変更） 

 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、当連結会計年度より「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、当連結会計年度に着

手した工事契約から、当連結会計年度末

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。  
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１

日 至 平成22年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める電気通信・電気設

備業等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。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１

日 至 平成22年３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。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１

日 至 平成22年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

（７）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

───── 「株式給付信託(従業員持株会処分型)」における自己

株式の処分に関する会計処理方法について 
  
当社は、平成22年２月12日開催の取締役会におい

て、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上

に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給

付信託（従業員持株会処分型）」の導入を決議致しま

した。 

今後５年間にわたり「協和エクシオ従業員持株会」

(以下、「持株会」といいます。)が取得する見込みの

当社の自社株式を、本信託の受託者である資産管理サ

ービス信託銀行株式会社(以下、「信託口」といいま

す。)が予め一括して取得し、持株会の株式取得に際

して当社株式を売却していきます。 

なお、当社は平成22年３月１日付で、自己株式

3,257,900株を信託口へ譲渡しております。 

当該自己株式の処分に関する会計処理については、

当社が信託口の債務を保証している関係上、経済的実

態を重視する観点から、当社と信託口は一体のもので

あると認識し、持株会が信託口より株式を購入した時

点で、当社から外部に株式が譲渡されたものとして処

理しております。従って、信託口が所有する自己株式

を含む資産及び負債並びに費用及び収益については当

社の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資

本等変動計算書に含めて計上しており、自己株式数に

ついては信託口が所有する当社株式を自己株式数に含

めて記載しております。 

また、信託終了時までに信託口から持株会への売却

を通じて信託口に株式売却益相当額が累積した場合に

は、それを残余財産として持株会に加入している従業

員に分配することとなりますが、これに伴い分配相当

額の費用が当社において発生する可能性があります。 

  

（８）注記事項

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

資産管理サービス信託銀行株式会社（信託口）が所有する当社株式（当連結会計年度末現在3,188千株）を

自己株式として認識し、期中平均株式数を算定しております。 

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等、税効果

会計、賃貸等不動産、関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくない

と考えられるため開示を省略しております。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 903.15

１株当たり当期純利益 円 88.50

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 81.98

１株当たり純資産額 円 973.13

１株当たり当期純利益 円 79.75

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 73.80

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（百万円）     9,388     8,378 

普通株主に帰属しない金額（百万円）          －           －  

普通株式に係る当期純利益（百万円） 9,388 8,378  

期中平均株式数（千株） 106,087 105,063 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額（百万円） 0 0 

（うち事務手数料(税額相当額控除後））  0  0 

普通株式増加数（千株）             8,441               8,480 

（うち転換社債型新株予約権付社債） (8,441) (8,441) 

（うち新株予約権） (－) (39) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

平成17年６月28日定時株主総会

決議第２回新株予約権（384千

株）、平成19年６月25日定時株

主総会決議第３-Ａ回新株予約権

（206千株）、平成19年６月25日

定時株主総会決議第３-Ｂ回新株

予約権（484千株） 

平成19年６月25日定時株主総会

決議第３-Ａ回新株予約権（206

千株）、平成19年６月25日定時

株主総会決議第３-Ｂ回新株予約

権（475千株）、平成21年６月23

日定時株主総会決議第４回新株

予約権（451千株） 

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

株式交換による株式会社カナックの完全子会社化について

 当社及び当社の連結子会社である株式会社カナックは、

平成21年５月12日開催の両社取締役会において、当社を完

全親会社とし、株式会社カナックを完全子会社とする株式

交換を行うことを決議し、株式交換契約を締結致しまし

た。 

 なお、詳細は同日付け当社公表の「株式会社協和エクシ

オによる株式会社カナックの株式交換による完全子会社化

に関する契約締結のお知らせ」をご参照ください。 

池野通建株式会社の第三者割当増資の引受（子会社化）に

ついて 

 当社は、平成22年５月11日開催の取締役会において、池

野通建株式会社が第三者割当増資により発行する新株を引

き受け、同社を当社の子会社とすることを決議致しまし

た。 

 なお、詳細は同日付け当社公表の「池野通建株式会社の

第三者割当増資の引受（子会社化）に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,856 5,061

受取手形 285 173

完成工事未収入金 58,585 56,592

有価証券 20,001 16,630

未成工事支出金 14,394 13,433

材料貯蔵品 141 340

短期貸付金 2,786 4,666

前払費用 265 226

繰延税金資産 3,109 2,322

その他 850 842

貸倒引当金 △173 △172

流動資産合計 105,102 100,115

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,650 14,302

構築物（純額） 477 551

機械及び装置（純額） 131 121

車両運搬具（純額） 15 14

工具器具・備品（純額） 844 726

土地 15,314 17,525

リース資産（純額） 61 342

建設仮勘定 991 20

有形固定資産計 26,486 33,604

無形固定資産   

ソフトウエア 2,661 2,379

その他 210 203

無形固定資産計 2,871 2,582

投資その他の資産   

投資有価証券 3,360 4,096

関係会社株式 6,771 7,001

関係会社長期貸付金 2,180 1,698

破産更生債権等 484 73

長期前払費用 212 183

前払年金費用 2,526 2,637

繰延税金資産 365 －

その他 1,999 2,183

投資損失引当金 △720 △288

貸倒引当金 △2,247 △1,798

投資その他の資産計 14,932 15,787

固定資産合計 44,290 51,974

資産合計 149,393 152,090
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 108 484

工事未払金 28,909 29,058

リース債務 15 86

未払金 1,728 1,590

未払費用 6,322 5,586

未払法人税等 3,836 3,185

未成工事受入金 4,114 2,479

預り金 13,140 13,960

役員賞与引当金 118 －

完成工事補償引当金 354 181

工事損失引当金 151 223

その他 589 440

流動負債合計 59,388 57,277

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 15,000 15,000

長期借入金 － 2,450

リース債務 49 280

繰延税金負債 － 117

役員退職慰労引当金 343 －

投資損失引当金 283 369

その他 0 301

固定負債合計 15,677 18,518

負債合計 75,066 75,796

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,888 6,888

資本剰余金   

資本準備金 5,761 5,761

その他資本剰余金 198 248

資本剰余金合計 5,959 6,009

利益剰余金   

利益準備金 1,547 1,547

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 173 171

別途積立金 59,500 64,200

繰越利益剰余金 8,145 7,813

利益剰余金合計 69,366 73,733

自己株式 △8,494 △11,272

株主資本合計 73,719 75,358

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 425 663

評価・換算差額等合計 425 663

新株予約権 181 272

純資産合計 74,327 76,294

負債純資産合計 149,393 152,090
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

完成工事高 231,671 216,315

完成工事原価 204,183 193,531

完成工事総利益 27,487 22,783

販売費及び一般管理費 12,993 12,763

営業利益 14,493 10,019

営業外収益   

受取利息 39 36

有価証券利息 233 94

受取配当金 261 235

受取地代家賃 127 251

貸倒引当金戻入額 － 98

その他 170 185

営業外収益合計 833 901

営業外費用   

支払利息 49 24

貸倒引当金繰入額 73 －

貸倒損失 72 33

投資損失引当金繰入額 － 85

関係会社債権放棄損 70 58

為替差損 262 －

その他 167 137

営業外費用合計 695 338

経常利益 14,632 10,582

特別利益   

投資損失引当金戻入額 － 432

固定資産売却益 114 －

投資有価証券売却益 105 －

特別利益合計 219 432

特別損失   

固定資産除却損 133 128

投資有価証券売却損 － 105

減損損失 100 －

投資有価証券評価損 1,407 －

投資損失引当金繰入額 720 －

特別損失合計 2,362 234

税引前当期純利益 12,489 10,781

法人税、住民税及び事業税 4,843 3,180

法人税等調整額 537 1,106

法人税等合計 5,380 4,286

当期純利益 7,109 6,494
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,888 6,888

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,888 6,888

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,761 5,761

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,761 5,761

その他資本剰余金   

前期末残高 192 198

当期変動額   

自己株式の処分 5 50

当期変動額合計 5 50

当期末残高 198 248

資本剰余金合計   

前期末残高 5,953 5,959

当期変動額   

自己株式の処分 5 50

当期変動額合計 5 50

当期末残高 5,959 6,009

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,547 1,547

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,547 1,547

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 134 173

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 41 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △2 △2

当期変動額合計 39 △2

当期末残高 173 171

別途積立金   

前期末残高 54,630 59,500

当期変動額   

別途積立金の積立 4,870 4,700

当期変動額合計 4,870 4,700

当期末残高 59,500 64,200
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 8,173 8,145

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 △41 －

固定資産圧縮積立金の取崩 2 2

別途積立金の積立 △4,870 △4,700

剰余金の配当 △2,228 △2,127

当期純利益 7,109 6,494

当期変動額合計 △28 △331

当期末残高 8,145 7,813

利益剰余金合計   

前期末残高 64,485 69,366

当期変動額   

剰余金の配当 △2,228 △2,127

当期純利益 7,109 6,494

当期変動額合計 4,881 4,366

当期末残高 69,366 73,733

自己株式   

前期末残高 △8,438 △8,494

当期変動額   

自己株式の取得 △75 △3,297

自己株式の処分 19 519

当期変動額合計 △56 △2,778

当期末残高 △8,494 △11,272

株主資本合計   

前期末残高 68,888 73,719

当期変動額   

剰余金の配当 △2,228 △2,127

当期純利益 7,109 6,494

自己株式の取得 △75 △3,297

自己株式の処分 25 569

当期変動額合計 4,831 1,638

当期末残高 73,719 75,358
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 541 425

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △116 237

当期変動額合計 △116 237

当期末残高 425 663

評価・換算差額等合計   

前期末残高 541 425

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △116 237

当期変動額合計 △116 237

当期末残高 425 663

新株予約権   

前期末残高 77 181

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 103 90

当期変動額合計 103 90

当期末残高 181 272

純資産合計   

前期末残高 69,508 74,327

当期変動額   

剰余金の配当 △2,228 △2,127

当期純利益 7,109 6,494

自己株式の取得 △75 △3,297

自己株式の処分 25 569

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12 327

当期変動額合計 4,818 1,966

当期末残高 74,327 76,294
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 （４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 
６．その他 
役員の異動（平成 22 年６月 23 日付予定） 

 

（１）新任取締役候補 

堀 邊   豊（上席執行役員 土木事業本部長） 

 

（２）新任監査役候補 

金 澤 一 輝（学校法人中部大学工学部 客員教授） 

山 本 棟 治（財団法人電気通信普及財団 専務理事） 

 

（３）退任予定監査役 

監査役  山 下 東 洋 彦 

監査役  小 野 壽 久 

 

（４）執行役員就任予定 

中 川   誠（人事部 担当部長 ㈱協和シナックス 代表取締役社長） 

角 田 健 二 郎（四国支店長） 

太 田   勉（東海支店長） 

渡 辺 晴 彦（グループ事業推進部長） 

滝 沢 芳 春（ビジネスソリューション事業本部 営業本部長） 

 

（５）退任予定執行役員 

上席執行役員  八 木   剛（当社 顧問等 就任予定） 

上席執行役員  庄 司   修（㈱協和シナックス 代表取締役社長 就任予定） 

 

（６）昇任予定執行役員 

＜取締役常務執行役員＞ 

堀 邊   豊（上席執行役員 土木事業本部長） 

 

 （７）役員の人事の予定 

新委嘱業務等 氏 名 現委嘱業務等 

取締役常務執行役員 

安全品質管理本部長 

兼 同本部 技術開発センタ所長 

杉 田 裕 次 
取締役常務執行役員 

ドコモ事業本部長 

上席執行役員 

九州支店長 
新 矢 邦 彰 

上席執行役員 

ＣＥ・環境事業本部長 

兼 同事業本部 環境本部長 

上席執行役員 

ドコモ事業本部長 

兼 同事業本部 ドコモ営業本部長 

山 﨑 吉 晴 
上席執行役員 

ドコモ事業本部 ドコモ営業本部長 

執行役員 

ＣＥ・環境事業本部長 

兼 同事業本部 ＣＥ本部長 

郷 原   章 

執行役員 

ＣＥ・環境事業本部 

ＣＥ本部長 

執行役員 

通信ﾋﾞｼﾞﾈｽ事業本部 IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 
中 川   誠 

人事部 担当部長 

㈱協和シナックス 代表取締役社長 

執行役員 

四国支店長 
角 田 健 二 郎 四国支店長 

執行役員 

東海支店長 
太 田   勉 東海支店長 

執行役員 

グループ事業推進部長 
渡 辺 晴 彦 グループ事業推進部長 

執行役員 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 営業本部長 
滝 沢 芳 春 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 営業本部長 
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【参考】役員の体制（平成 22 年６月 23 日付予定） 

氏    名     委嘱業務等 

代表取締役会長   髙 島  征 二 

代表取締役社長   石 川  國 雄 

取締役専務執行役員 酒 井  輝 隆 ＮＴＴ事業本部長 

取締役常務執行役員 鈴 木  喜 晶 財務部長 

取締役常務執行役員 杉 田  裕 次 安全品質管理本部長 

兼 同本部 技術開発センタ所長 

    取締役常務執行役員 髙 橋  勝 已 西日本本社代表 兼 関西支店長 

    取締役常務執行役員 渡 邉  隆 之 通信ビジネス事業本部長 

    取締役常務執行役員 矢 挽    晃 経営企画部長 

    取締役常務執行役員 堀 邊    豊 土木事業本部長 

    上席執行役員    髙 橋  輝 幸 ＮＴＴ事業本部 アクセスエンジニアリング本部長 

    上席執行役員    長 尾  逹 則 通信ビジネス事業本部 通信営業本部長 

    上席執行役員    新 矢  邦 彰 九州支店長 

上席執行役員    酒 井  隆  司 ＮＴＴ事業本部 西日本ＮＴＴ本部長 

上席執行役員    山 﨑  吉 晴 ドコモ事業本部長 

兼 同事業本部 ドコモ営業本部長 

執行役員      麦 谷    豊 東北支店長 

    執行役員      福 野  順 三 新栄通信㈱ 代表取締役社長 

    執行役員      高 薮  善 道 通信ビジネス事業本部 モバイル本部長 

       執行役員      郷 原    章 ＣＥ・環境事業本部長 

兼 同事業本部 ＣＥ本部長 

    執行役員      福 永    裕 ビジネスソリューション事業本部長 

兼 同事業本部 開発本部長 

兼 同事業本部 同本部 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ開発部門長 

    執行役員      田 中    茂  総務部長 

執行役員      日野原  庸  人 ＮＴＴ事業本部 ホームネットワーク推進本部長 

執行役員      竹 田  直 衛 南関東支店長 

執行役員      佐 野  幸 男 ＮＴＴ事業本部 ＮＴＴ営業本部長 

執行役員      鹿 野    隆 ＮＴＴ事業本部 ネットワークエンジニアリング本部長 

執行役員      中 川    誠 通信ビジネス事業本部 ＩＴソリューション本部長 

執行役員      角 田  健 二 郎 四国支店長 

執行役員      太 田    勉 東海支店長 

執行役員      渡 辺  晴 彦 グループ事業推進部長 

執行役員      滝 沢  芳 春 ビジネスソリューション事業本部 営業本部長 

 

監査役       池 田  定 雄 

監査役       岩 田   光 昭 

監査役       大 島   英 男 

監査役       金 澤  一 輝 

監査役       山 本  棟 治 
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