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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）

完成工事高 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 53,696 △5.4 746 34.3 924 25.8 476 43.1
21年3月期 56,783 △5.5 555 △73.6 735 △67.8 333 △71.9

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

完成工事高営業利
益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 21.12 ― 2.1 2.1 1.4
21年3月期 14.74 ― 1.4 1.6 1.0

（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 45,008 24,812 51.8 1,033.89
21年3月期 43,428 24,503 53.1 1,022.34

（参考） 自己資本   22年3月期  23,322百万円 21年3月期  23,068百万円

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 260 △720 1,514 2,713
21年3月期 803 △12 △1,303 1,658

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00 338 101.7 1.4
22年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00 338 71.0 1.5

23年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 10.00 15.00 56.4

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）

 

完成工事高 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 22,500 △0.6 150 ― 250 ― 100 ― 4.43

通期 54,000 0.6 1,000 34.0 1,200 29.7 600 25.9 26.60
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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、13ページの(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】、14ページ(7)【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】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）の算定の基礎となる株式数については、19ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 23,138,400株 21年3月期 23,138,400株

② 期末自己株式数 22年3月期  580,294株 21年3月期  573,797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）

完成工事高 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 44,806 △6.4 428 63.2 650 36.1 406 49.6
21年3月期 47,850 △5.9 262 △85.8 478 △76.9 271 △76.1

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
円 銭 円 銭

22年3月期 18.03 ―

21年3月期 12.04 ―

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 33,558 21,396 63.8 948.51
21年3月期 34,717 21,237 61.2 941.19

（参考） 自己資本 22年3月期  21,396百万円 21年3月期  21,237百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績は予想と異なる場合があります。 
 なお、上記の業績予想に関する事項につきましては3ページから6ページの「1.経営成績」をご参照ください。 
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＜当期の経営成績＞ 

①当連結会計年度の業績全般に関する分析 

情報通信分野におきましては、既存の固定電話からＩＰ電話への移行が本格化するとともに、次

世代ネットワークの進展と多彩なブロードバンドサービスの展開により、今後も市場の拡大が期待

されております。 

 このような状況のもと、当社グループは、受注の確保・拡大、仕事の仕組みの変革等による生産

性の向上及び原価の低減を目指した各種業務改善施策の展開など継続的なコスト競争力の強化に取

り組みました。 

 しかしながら、当連結会計年度の業績は、当社グループの主要事業である情報通信工事の受注高

は増加しましたが、完成工事高が減少するとともに、土木・設備工事の受注高及び完成工事高が減

少したことなどにより、受注高は565億８百万円（前期比102.9％）、完成工事高は536億９千６百

万円（前期比94.6％）となりました。 

 損益につきましては、完成工事高が減少しましたが、各種業務改善施策の展開などにより、営業

利益は７億４千６百万円（前期比134.3％）、経常利益は９億２千４百万円（前期比125.8％）、当

期純利益は４億７千６百万円（前期比143.1％）となりました。 

②当連結会計年度の事業の種類別セグメントの状況に関する分析 

【建設事業】 

情報通信工事 

電柱更改工事の受注増により受注高は366億８千８百万円（前期比107.1％）となりましたが、完

成工事高につきましては、移動体通信工事や通信ケーブル工事等の減少に伴い341億５千６百万円

（前期比95.7％）となりました。 

土木・設備工事 

民間企業及び官公庁関係工事等依然として厳しい受注環境の中で、受注機会の拡大などの営業活

動を積極的に展開しましたが、大型案件の受注に結びつかず受注高は50億３千８百万円（前期比

70.5％）、完成工事高は56億１千３百万円（前期比72.7％）となりました。 

建設用資材販売 

情報通信建設分野における建設資材等の売上が減少したことにより、受注高・完成工事高ともに

53億７千１百万円（前期比97.9％）となりました。 

【その他事業】 

ネットワークソリューション 

自治体向けネットワーク構築等大型案件工事の受注が増加したことなどにより、受注高は60億８

千８百万円（前期比129.3％）、完成工事高は52億３千２百万円（前期比114.3％）となりました。

運輸業等 

官公庁向けのリース契約が増加したことなどにより受注高・完成工事高ともに33億２千１百万円

（前期比101.0％）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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＜次期の見通し＞ 

今後の経済情勢は、世界経済の改善を背景に、設備の過剰感や雇用情勢の厳しさがみられるもの

の国内景気は回復基調が続くと期待されます。 

 当社グループの主要な事業である情報通信工事におきましては、ブロードバンドサービスの拡

大、光ＩＰ電話への移行、携帯電話サービスの多様化・高度化、次世代ネットワークサービスが進

展する中、競争の拡大に伴う受注価格の低廉化など、厳しい受注環境が見込まれるとともに、土

木・設備工事及びネットワークソリューション事業等その他の事業につきましても競争の激化が懸

念され、当社グループの経営環境は厳しい状況が続くものと想定されます。 

 このような経営環境の中、当社グループにおきましては、積極的な営業展開による受注の拡大、

各種業務改善施策の展開による生産性の向上及び原価の低減や更なるグループ経営の効率化を図る

など、引き続きコスト競争力の強化に取り組んでまいります。 

 このような状況のもと、次期の連結業績の見通しにつきましては、受注高は540億円（前期比

95.6％）、完成工事高は540億円（前期比100.6％）、営業利益は10億円（前期比134.0％）、経常

利益は12億円（前期比129.7％）、当期純利益は６億円（前期比125.9％）を見込んでおります。 

＜資産、負債及び純資産の状況＞ 

  ①資産    

流動資産は、前連結会計年度末に比べ24億７千７百万円増加し、251億５千３百万円となりまし

た。これは、未成工事支出金が14億４百万円減少しましたが、現金及び預金が13億５千４百万円、

リース投資資産が31億６百万円増加したことなどが主な要因であります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ８億９千８百万円減少し、198億５千４百万円となりまし

た。これは、有形固定資産が８億６千３百万円、繰延税金資産が２億６千３百万円減少したことな

どが主な要因であります。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ15億７千９百万円増加し、450億８百万円となりま

した。 

 ②負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ９千万円減少し、105億５千８百万円となりました。これ

は、工事未払金等が２億７千６百万円減少したことなどが主な要因であります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ13億６千万円増加し、96億３千７百万円となりました。こ

れは、退職給付引当金が４億６千５百万円減少しましたが、長期借入金が17億９千８百万円増加し

たことなどが主な要因であります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ12億７千万円増加し、201億９千５百万円となり

ました。 

③純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べ３億８百万円増加し、248億１千２百万円となりました。こ

れは、利益剰余金が１億３千８百万円、その他有価証券評価差額金が１億１千８百万円増加したこ

となどが主な要因であります。 

(2) 財政状態に関する分析
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＜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10億５千４百万円増加し、27億１千３百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は、２億６千万円(前連結会計年度は８億３百万円の収入)となりま

した。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益10億１千７百万円、減価償却費11億６千６百万

円、未成工事支出金等の減少額14億７千４百万円、法人税等還付税額４億４千９百万円であり、支

出の主な内訳は、リース投資資産の増加額31億６百万円、退職給付引当金の減少額４億６千５百万

円であります。 

②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、７億２千万円(前連結会計年度は１千２百万円の支出)となりま

した。これは、定期預金の払戻による収入６億８千万円に対して、定期預金の預入による支出９億

８千万円、有価証券の売却による収入15億円に対して、有価証券の取得による支出16億５千万円

等、支出が収入を上回ったことが主な要因であります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果得られた資金は、15億１千４百万円(前連結会計年度は13億３百万円の支出)とな

りました。これは、長期借入金の返済による支出16億２千３百万円、配当金の支払額３億３千８百

万円に対して、長期借入れによる収入33億３千５百万円が大きく上回ったことが要因であります。

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）１．各指標の計算方法は、次のとおりであります。 

     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・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

   ２．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。 

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

   ４．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・フローを利用してお 

     ります。 

   ５．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い

     ます。 

  

第61期 
平成18年3月期

第62期
平成19年3月期

第63期
平成20年3月期

第64期 
平成21年3月期

第65期
平成22年3月期

自己資本比率(％) 50.0 50.6 50.2 53.1 51.8

時価ベースの自己資本比率(％) 36.1 29.6 21.1 19.7 18.3

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（年）
1.9 2.4 4.8 5.6 24.5

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ(倍)
101.8 65.5 29.9 26.8 17.8
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利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元を重視し、安定した株主配当を行うことを基本方

針とするとともに、将来の事業展開に必要な設備投資及び日々進化する情報通信技術等に対応するため

の人材育成並びに安全・品質の向上施策等に有効活用することとしております。 

 当期末の配当金につきましては、１株当たり10円を予定しており、既に５円の中間配当を実施してい

ることから、年間の配当金は15円となります。 

 また、次期の配当金につきましても、１株当たり15円(うち中間配当金５円)を予定しております。 

ＮＴＴグループの設備投資の動向が、当社グループの完成工事高及び利益に影響を与える可能性があ

ります。 

  

近の有価証券報告書（平成21年6月24日提出）における「企業集団の状況」から重要な変更がない

ため開示を省略いたします。 

  

当社グループは、情報通信建設分野等における事業領域の拡大を目指し、安全で高品質なサービス

を提供することにより、お客様から高い信頼をいただき、より強固で安定した経営基盤を確立するこ

とを経営方針として、事業活動を推進しております。 

また、社会から信頼される企業として、内部統制体制の強化を図るとともに、地域社会への貢献に

も積極的に取り組んでいるところであります。 

当社グループは、受注の拡大と生産性の向上や原価低減などによるコスト競争力の強化に取り組

み、利益率の改善を目指してまいります。 

品質の向上と安全の確保、生産性の向上による原価率の改善、子会社等グループ業務運営の効率

化、人材育成及び社会的価値や株主・社員価値の向上などの基本方針により企業活動を展開してまい

ります。 

情報通信事業者間では、ブロードバンドサービスの拡大などにより、今後とも、サービス・価格面

の熾烈な競争の展開が予想され、通信建設事業者においても引き続き厳しい経営環境が想定されま

す。 

当社グループは、このような経営環境に対し、新たな事業の創出など事業領域の拡大による増収施

策や原価低減のための各種業務改善施策を展開することにより、収益構造の改善及び財務体質の強化

に努めてまいります。 

該当事項はありません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 経営環境と対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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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

現金及び預金 2,033 3,388

受取手形・完成工事未収入金等 14,947 14,762

リース投資資産 582 3,688

有価証券 500 650

未成工事支出金 2,757 1,352

商品 383 369

材料貯蔵品 274 218

繰延税金資産 490 356

その他 763 479

貸倒引当金 △56 △113

流動資産合計 22,676 25,153

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2 7,857 ※2 7,751

機械、運搬具及び工具器具備品 11,267 10,145

土地 ※2 7,892 ※2 7,845

建設仮勘定 0 58

減価償却累計額 △12,273 △11,920

有形固定資産合計 14,744 13,880

無形固定資産 182 238

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 4,098 ※1 4,263

繰延税金資産 1,447 1,184

その他 791 634

貸倒引当金 △512 △346

投資その他の資産合計 5,825 5,735

固定資産合計 20,752 19,854

資産合計 43,428 45,008
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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・工事未払金等 6,669 6,393

短期借入金 ※2 2,407 ※2 2,470

未払法人税等 65 110

未成工事受入金 288 221

賞与引当金 750 681

役員賞与引当金 35 36

工事損失引当金 － 5

その他 431 638

流動負債合計 10,648 10,558

固定負債

長期借入金 ※2 2,121 ※2 3,920

繰延税金負債 591 599

退職給付引当金 4,494 4,029

役員退職慰労引当金 194 208

その他 873 879

固定負債合計 8,276 9,637

負債合計 18,925 20,195

純資産の部

株主資本

資本金 1,600 1,600

資本剰余金 1,959 1,959

利益剰余金 19,406 19,544

自己株式 △354 △356

株主資本合計 22,611 22,747

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 457 575

評価・換算差額等合計 457 575

少数株主持分 1,435 1,489

純資産合計 24,503 24,812

負債純資産合計 43,428 45,008
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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 56,783 53,696

完成工事原価 ※2 52,822 ※2 50,307

完成工事総利益 3,960 3,388

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 3,405 ※1, ※2 2,642

営業利益 555 746

営業外収益

受取利息 34 27

受取配当金 99 77

受取地代家賃 56 66

その他 47 45

営業外収益合計 237 216

営業外費用

支払利息 32 17

貸倒引当金繰入額 － 14

投資事業組合運用損 10 5

その他 14 0

営業外費用合計 57 37

経常利益 735 924

特別利益

固定資産売却益 － ※3 127

投資有価証券売却益 132 4

その他 8 8

特別利益合計 141 140

特別損失

固定資産売却損 ※4 0 ※4 3

固定資産除却損 ※5 10 ※5 13

投資有価証券評価損 17 27

その他 － 3

特別損失合計 28 48

税金等調整前当期純利益 848 1,017

法人税、住民税及び事業税 169 161

法人税等調整額 281 318

法人税等合計 450 479

少数株主利益 64 60

当期純利益 333 476
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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 1,600 1,600

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,600 1,600

資本剰余金

前期末残高 1,959 1,959

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,959 1,959

利益剰余金

前期末残高 19,480 19,406

当期変動額

剰余金の配当 △406 △338

当期純利益 333 476

当期変動額合計 △73 138

当期末残高 19,406 19,544

自己株式

前期末残高 △337 △354

当期変動額

自己株式の取得 △16 △2

当期変動額合計 △16 △2

当期末残高 △354 △356

株主資本合計

前期末残高 22,702 22,611

当期変動額

剰余金の配当 △406 △338

当期純利益 333 476

自己株式の取得 △16 △2

当期変動額合計 △90 135

当期末残高 22,611 22,747

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,047 457

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△590 118

当期変動額合計 △590 118

当期末残高 457 575
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(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)

少数株主持分

前期末残高 1,376 1,435

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 58 54

当期変動額合計 58 54

当期末残高 1,435 1,489

純資産合計

前期末残高 25,125 24,503

当期変動額

剰余金の配当 △406 △338

当期純利益 333 476

自己株式の取得 △16 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △531 173

当期変動額合計 △622 308

当期末残高 24,503 24,812
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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 848 1,017

減価償却費 1,404 1,166

固定資産除売却損益（△は益） 10 △109

貸倒引当金の増減額（△は減少） 279 △108

賞与引当金の増減額（△は減少） △308 △69

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △386 △465

受取利息及び受取配当金 △133 △105

支払利息 32 17

投資有価証券評価損益（△は益） 17 27

投資有価証券売却損益（△は益） △132 △4

売上債権の増減額（△は増加） 1,547 184

リース投資資産の増減額（△は増加） △582 △3,106

未成工事支出金の増減額（△は増加） 618 1,474

仕入債務の増減額（△は減少） △478 △276

未払金の増減額（△は減少） △225 135

未成工事受入金の増減額（△は減少） △190 △67

その他 △485 170

小計 1,829 △117

利息及び配当金の受取額 133 105

利息の支払額 △29 △14

法人税等の支払額 △1,130 △161

法人税等の還付額 － 449

営業活動によるキャッシュ・フロー 803 260

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △886 △980

定期預金の払戻による収入 1,717 680

有価証券の取得による支出 △750 △1,650

有価証券の売却による収入 900 1,500

有形固定資産の取得による支出 △629 △382

有形固定資産の売却による収入 39 230

無形固定資産の取得による支出 △74 △113

投資有価証券の取得による支出 △527 △2

投資有価証券の売却による収入 183 7

長期貸付けによる支出 △6 △13

長期貸付金の回収による収入 23 18

その他の支出 △32 △42

その他の収入 31 28

投資活動によるキャッシュ・フロー △12 △720

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） △730 150

長期借入れによる収入 970 3,335

長期借入金の返済による支出 △1,114 △1,623

自己株式の取得による支出 △16 △2

配当金の支払額 △406 △338

少数株主への配当金の支払額 △6 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,303 1,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △513 1,054

現金及び現金同等物の期首残高 2,171 1,658

現金及び現金同等物の期末残高 1,658 2,713
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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24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

(1)引当金の計上基準 ――――― 工事損失引当金 

 受注工事に係る将来の損失に備える

ため、当連結会計年度末手持工事のう

ち損失の発生が見込まれ、かつ、その

金額を合理的に見積もることができる

工事について、損失見込額を計上して

おります。

(2)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。

（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、「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）を当連結会計年度より適用し、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。 

 これにより当連結会計年度の完成工

事高及び損益並びにセグメント情報に

与える影響は軽微であります。

(3)その他連結財務諸表作成 

  のための重要な事項

長期請負工事の収益計上基準 

 工事完成基準によっております。

―――――
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(7)【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】

【会計方針の変更】

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)

――――― （退職給付に係る会計基準の一部改正（その3）の適

用）

 当連結会計年度から「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。 

 なお、従来の方法による割引率と同一の割引率を使用

することとなったため、当連結会計年度の財務諸表に与

える影響はありません。

【表示方法の変更】

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)

（連結貸借対照表）

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「その他のたな卸資産」とし

て掲記されたものは、当連結会計年度から「商品」「材

料貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計

年度の「その他のたな卸資産」に含まれる「商品」「材

料貯蔵品」は、それぞれ477百万円、350百万円でありま

す。

―――――

（連結損益計算書） （連結損益計算書）

 前連結会計年度において独立掲記しておりました「受

取技術料」（当連結会計年度は0百万円）は、営業外収

益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年

度においては営業外収益の「その他」に含めて表示して

おります。

 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めておりました「貸倒引当金繰入額」は、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度では区

分掲記することとしております。なお、前連結会計年度

の営業外費用の「その他」に含まれる「貸倒引当金繰入

額」は4百万円であります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

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)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対する金額は、次 

   のとおりであります。

※１ 非連結子会社及び関連会社に対する金額は、次 

   のとおりであります。

     投資有価証券（株式）    121百万円      投資有価証券（株式）    121百万円

※２ 下記の資産は、短期借入金の一部1,203百万円及 

び長期借入金の一部424百万円に対する債務の担 

保に供しております。

※２ 下記の資産は、短期借入金の一部563百万円及 

   び長期借入金の一部382百万円に対する債務の担 

   保に供しております。

     建物           1,037百万円 

     土地           1,461百万円 

      計           2,498百万円

     建物            131百万円 

     土地           1,323百万円 

      計           1,454百万円

(連結損益計算書関係)

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 販売費及び一般管理費 ※１ 販売費及び一般管理費

    主要な費目及び金額は次のとおりであります。     主要な費目及び金額は次のとおりであります。

     従業員給与手当      1,097百万円 

     賞与引当金繰入額      183百万円 

     役員賞与引当金繰入額     35百万円 

     退職給付費用        131百万円 

     役員退職慰労引当金繰入額   47百万円 

     貸倒引当金繰入額      292百万円

     従業員給与手当       926百万円 

     賞与引当金繰入額       78百万円 

     役員賞与引当金繰入額     36百万円 

     退職給付費用         93百万円 

     役員退職慰労引当金繰入額   37百万円 

     貸倒引当金繰入額       81百万円

※２ 研究開発費 ※２ 研究開発費

    一般管理費及び工事原価に含まれる研究開発 

   費は167百万円であります。

    一般管理費及び工事原価に含まれる研究開発 

   費は129百万円であります。

――――― ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

         建物及び構築物        0百万円 

     土地             127百万円 

      計            127百万円

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

     

     機械、運搬具及び 

     工具器具備品          0百万円

     建物及び構築物        1百万円 

     機械、運搬具及び 

     工具器具備品          2百万円 

      計             3百万円

   

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

     建物及び構築物        1百万円 

     機械、運搬具及び 

     工具器具備品         9百万円 

      計             10百万円

     建物及び構築物        1百万円 

     機械、運搬具及び 

     工具器具備品         10百万円 

     無形固定資産          1百万円  

      計             13百万円
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 38,655株 

  

 
  

 

   

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 6,497株 

  
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 23,138,400 － － 23,138,400

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 535,142 38,655 － 573,797

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年６月20日 
定時株主総会

普通株式 293百万円 13円 平成20年３月31日 平成20年６月23日

平成20年11月６日 
取締役会

普通株式 112百万円 5円 平成20年９月30日 平成20年12月８日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年６月19日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 225百万円 10円 平成21年３月31日 平成21年６月22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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 23,138,400 － － 23,138,400

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 573,797 6,497 － 580,294

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成21年６月19日 
定時株主総会

普通株式 225百万円 10円 平成21年３月31日 平成21年６月22日

平成21年11月９日 
取締役会

普通株式 112百万円 5円 平成21年９月30日 平成21年12月７日
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(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

(1)建設事業  ・・・ 情報通信工事、土木・設備工事、建設用資材販売 

(2)その他事業 ・・・ ネットワークソリューション、運輸業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,750百万円は、提出会社本社の総務部等

管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産10,731百万円は、提出会社での余資運用資金（現金預金

及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額が含まれています。 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 次のとおり、決議を予定しております。

決議（予定） 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 225百万円 10円 平成22年３月31日 平成22年６月28日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

 

現金及び預金 2,033 百万円

預金期間３か月超の定期預金 △375 百万円

 現金及び現金同等物 1,658 百万円

現金及び預金 3,388 百万円

預金期間３か月超の定期預金 △675 百万円

現金及び現金同等物 2,713 百万円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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)

建設事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

合 計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連 結 
(百万円)

Ⅰ 完成工事高及び営業損益

  完成工事高

 (1) 外部顧客に 
   対する完成工事高

48,915 7,867 56,783 ― 56,783

 (2) セグメント間の内部 
   完成工事高又は振替高

2 393 395 (395) ―

計 48,917 8,260 57,178 (395) 56,783

  営業費用 46,584 8,341 54,926 1,300 56,227

  営業利益又は 
  営業損失（△）

2,333 △80 2,252 (1,696) 555

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 25,713 7,262 32,976 10,452 43,428

  減価償却費 351 923 1,275 129 1,404

  資本的支出 322 313 635 68 704
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(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

(1)建設事業  ・・・ 情報通信工事、土木・設備工事、建設用資材販売 

(2)その他事業 ・・・ ネットワークソリューション、運輸業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,572百万円は、提出会社本社の総務部等

管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産11,844百万円は、提出会社での余資運用資金（現金預金

及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額が含まれています。 

  

当連結会計年度（平成21年４月１日～平成22年３月31日）及び 
前連結会計年度（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 
本邦以外の国又は地域に支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（平成21年４月１日～平成22年３月31日）及び 
前連結会計年度（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 
本邦以外の国又は地域における完成工事高がないため、該当事項はありません。 

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)

建設事業 
（百万円）

その他事業
（百万円）

合 計
（百万円）

消去又は全社
(百万円)

連 結 
(百万円)

Ⅰ 完成工事高及び営業損益

  完成工事高

 (1) 外部顧客に 
   対する完成工事高

45,142 8,554 53,696 ― 53,696

 (2) セグメント間の内部 
   完成工事高又は振替高

2 394 397 (397) ―

計 45,145 8,948 54,093 (397) 53,696

  営業費用 43,016 8,815 51,831 1,119 52,950

  営業利益又は 
  営業損失（△）

2,129 133 2,262 (1,516) 746

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 22,672 10,752 33,424 11,583 45,008

  減価償却費 335 762 1,098 68 1,166

  資本的支出 46 266 312 185 497

２ 所在地セグメント情報

３ 海外売上高
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（注）算定上の基礎 

  

１．１株当たり純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純利益 

 
  

    該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付関係等に

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。 

 なお、当該注記事項に関しては、平成22年６月29日提出予定の有価証券報告書に記載いたしますの

で、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示資料に関する電子開示システム」（ＥＤＩＮ

ＥＴ）でご覧いただくことができます。 

(１株当たり情報)

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)

１株当たり純資産額 1,022円34銭 1,033円89銭

１株当たり当期純利益 14円74銭 21円12銭

潜在株式調整後 
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
益については、潜在株式が存在しな
いため記載しておりません。

同左

項目
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)

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額（百万円） 24,503 24,812

普通株式に係る純資産額（百万円） 23,068 23,322

差額の主な内訳（百万円）

 少数株主持分 1,435 1,489

普通株式の発行済株式数（千株） 23,138 23,138

普通株式の自己株式数（千株） 573 580

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の
数（株）

22,564 22,558

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)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 333 476

普通株式に係る当期純利益(百万円) 333 476

普通株式の期中平均株式数(千株) 22,585 22,562

(重要な後発事象)

(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

現金及び預金 751 2,170

受取手形 926 401

完成工事未収入金 12,661 12,570

売掛金 221 395

有価証券 500 650

未成工事支出金 2,702 1,337

商品 51 46

材料貯蔵品 264 217

繰延税金資産 434 300

未収還付法人税等 405 －

その他 205 210

貸倒引当金 △38 △92

流動資産合計 19,084 18,207

固定資産

有形固定資産

建物 6,321 6,225

減価償却累計額 △3,223 △3,296

建物（純額） 3,097 2,929

構築物 849 832

減価償却累計額 △664 △673

構築物（純額） 184 159

機械及び装置 570 428

減価償却累計額 △535 △403

機械及び装置（純額） 35 25

車両運搬具 317 284

減価償却累計額 △297 △267

車両運搬具（純額） 19 16

工具、器具及び備品 1,113 1,079

減価償却累計額 △960 △939

工具、器具及び備品（純額） 153 140

土地 6,146 6,099

リース資産 204 204

減価償却累計額 △23 △48

リース資産（純額） 181 155

建設仮勘定 0 58

有形固定資産合計 9,818 9,583

無形固定資産

ソフトウエア 137 196

その他 27 27

無形固定資産合計 165 224

投資その他の資産

投資有価証券 3,814 3,960

関係会社株式 265 265

長期貸付金 6 10

従業員に対する長期貸付金 48 40

破産更生債権等 515 349

長期前払費用 2 1

繰延税金資産 1,362 1,115

その他 146 146

貸倒引当金 △512 △346

投資その他の資産合計 5,650 5,542

固定資産合計 15,633 15,351

資産合計 34,717 33,558
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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

工事未払金 5,165 4,421

買掛金 199 400

短期借入金 1,393 1,001

リース債務 26 26

未払法人税等 － 38

未払消費税等 5 87

未成工事受入金 288 207

賞与引当金 665 587

役員賞与引当金 25 25

工事損失引当金 － 5

その他 290 411

流動負債合計 8,059 7,212

固定負債

長期借入金 7 5

リース債務 164 138

退職給付引当金 4,225 3,748

役員退職慰労引当金 154 181

長期預り保証金 868 875

固定負債合計 5,421 4,949

負債合計 13,480 12,161

純資産の部

株主資本

資本金 1,600 1,600

資本剰余金

資本準備金 1,667 1,667

その他資本剰余金 288 288

資本剰余金合計 1,955 1,955

利益剰余金

利益準備金 399 399

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 243 243

別途積立金 13,095 13,095

繰越利益剰余金 3,797 3,866

利益剰余金合計 17,536 17,604

自己株式 △354 △356

株主資本合計 20,737 20,803

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 500 593

評価・換算差額等合計 500 593

純資産合計 21,237 21,396

負債純資産合計 34,717 33,558
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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 47,850 44,806

完成工事原価 44,706 42,302

完成工事総利益 3,144 2,503

販売費及び一般管理費 2,881 2,075

営業利益 262 428

営業外収益

受取利息 17 7

有価証券利息 9 19

受取配当金 103 82

受取地代家賃 101 112

その他 41 37

営業外収益合計 273 260

営業外費用

支払利息 31 17

貸倒引当金繰入額 4 14

投資事業組合運用損 10 5

その他 11 0

営業外費用合計 58 38

経常利益 478 650

特別利益

固定資産売却益 － 127

投資有価証券売却益 132 －

その他 8 7

特別利益合計 141 135

特別損失

固定資産売却損 － 3

固定資産除却損 10 13

投資有価証券評価損 17 12

特別損失合計 27 29

税引前当期純利益 591 756

法人税、住民税及び事業税 46 36

法人税等調整額 273 312

法人税等合計 319 349

当期純利益 271 406
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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 1,600 1,600

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,600 1,600

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,667 1,667

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,667 1,667

その他資本剰余金

前期末残高 288 288

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 288 288

資本剰余金合計

前期末残高 1,955 1,955

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,955 1,955

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 399 399

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 399 399

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

前期末残高 243 243

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 243 243

別途積立金

前期末残高 13,095 13,095

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,095 13,095

繰越利益剰余金

前期末残高 3,932 3,797

当期変動額

剰余金の配当 △406 △338

当期純利益 271 406

当期変動額合計 △134 68

当期末残高 3,797 3,866
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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)

利益剰余金合計

前期末残高 17,670 17,536

当期変動額

剰余金の配当 △406 △338

当期純利益 271 406

当期変動額合計 △134 68

当期末残高 17,536 17,604

自己株式

前期末残高 △337 △354

当期変動額

自己株式の取得 △16 △2

当期変動額合計 △16 △2

当期末残高 △354 △356

株主資本合計

前期末残高 20,888 20,737

当期変動額

剰余金の配当 △406 △338

当期純利益 271 406

自己株式の取得 △16 △2

当期変動額合計 △151 66

当期末残高 20,737 20,803

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,042 500

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △542 92

当期変動額合計 △542 92

当期末残高 500 593

純資産合計

前期末残高 21,931 21,237

当期変動額

剰余金の配当 △406 △338

当期純利益 271 406

自己株式の取得 △16 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △542 92

当期変動額合計 △694 158

当期末残高 21,237 21,396
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    該当事項はありません。 

  

役員の異動につきましては、開示内容が定まった時点で開示いたします。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】

6. その他

(1) 役員の異動
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（受注高及び完成工事高の状況） 

 
（注）１ セグメント間取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(2) その他

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成20年 4月 1日 （自 平成21年 4月 1日

 至 平成21年 3月31日） 至 平成22年 3月31日）

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額 
(百万円)

構成比
(％)

建設事業

情報通信工事 6,747 64.4 5,315  
  61.8

前
期
繰
越
受
注
高

土木・設備工事 3,043 29.0 2,466 28.7

建設用資材販売 - - - -

小計 9,791 93.4 7,781 90.5

そ の 他 事
業

ネットワーク 
ソリューション 686 6.6 813 9.5

運輸業等 - - - -

小計 686 6.6 813 9.5

合    計 10,478 100.0 8,595 100.0

建設事業

情報通信工事 34,271 62.4 36,688 64.9

当
期
受
注
高

土木・設備工事 7,147 13.0 5,038 8.9

建設用資材販売 5,486 10.0 5,371 9.5

小計 46,906 85.4 47,098 83.3

そ の 他 事
業

ネットワーク 
ソリューション 4,706 8.6 6,088 10.8

運輸業等 3,287 6.0 3,321 5.9

小計 7,994 14.6 9,409 16.7

合    計 54,900 100.0 56,508 100.0

建設事業

情報通信工事 35,703 62.9 34,156 63.6

完
成
工
事
高

土木・設備工事 7,724 13.6 5,613 10.5

建設用資材販売 5,486 9.6 5,371 10.0

小計 48,915 86.1 45,142 84.1

そ の 他 事
業

ネットワーク 
ソリューション 4,580 8.1 5,232 9.7

運輸業等 3,287 5.8 3,321 6.2

小計 7,867 13.9 8,554 15.9

合    計 56,783 100.0 53,696 100.0

建設事業

情報通信工事 5,315 61.8 7,846 68.8

次
期
繰
越
受
注
高

土木・設備工事 2,466 28.7 1,891 16.6

建設用資材販売 - - - -

小計 7,781 90.5 9,738 85.4

そ の 他 事
業

ネットワーク 
ソリューション 813 9.5 1,668 14.6

運輸業等 - - - -

小計 813 9.5 1,668 14.6

合    計 8,595 100.0 11,406 100.0
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