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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 13,222 △2.2 376 22.7 418 25.5 231 18.5
21年3月期 13,525 △8.7 306 △21.6 333 △24.1 195 △33.0

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 27.63 ― 4.7 4.2 2.8
21年3月期 22.35 ― 4.0 3.2 2.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  6百万円 21年3月期  △14百万円

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 10,114 5,133 49.9 600.93
21年3月期 9,965 4,937 48.9 580.57

（参考） 自己資本   22年3月期  5,043百万円 21年3月期  4,874百万円

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 372 △399 △93 2,207
21年3月期 764 △87 △162 2,329

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 ― ― ― 8.00 8.00 67 35.8 1.4
22年3月期 ― ― ― 8.00 8.00 67 29.0 1.4

23年3月期 
（予想）

― ― ― 6.00 6.00 21.0

（注）22年3月期期末配当金の内訳 記念配当 2円00銭

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

5,737 △5.0 1 △98.9 21 △82.9 13 △78.8 1.66

通期 12,589 △4.8 369 △1.9 406 △2.8 239 3.2 28.53



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「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）の算定の基礎となる株式数については、21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 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  576,361株 21年3月期  572,422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 12,606 △2.4 266 △11.3 304 △11.8 170 △11.4

21年3月期 12,910 △9.2 300 △7.6 345 △7.9 192 △27.3

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 20.29 ―

21年3月期 21.95 ―

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 9,323 4,703 50.4 559.07
21年3月期 9,378 4,596 49.0 546.08

（参考） 自己資本 22年3月期  4,703百万円 21年3月期  4,596百万円

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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。 

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

5,497 △6.1 △8 ― 12 △87.5 3 △94.2 0.38

通期 11,955 △5.2 296 11.2 331 8.9 192 12.6 22.85



(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績  

当連結会計年度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、一部に景気持ち直しの兆しがみられるもの

の、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、加入電話とＩＳＤＮの減少が続く一方、ＩＰ電話利用数は平成21年12月末で2,231万に

達し、携帯電話も１億１千万契約を超えました。 

また、ブロードバンド・サービスの契約数は3,170万に達し、ＤＳＬの減少が続くなかＦＴＴＨは1,719万とな

り、ブロードバンド・サービスの50％を超えるシェアに成長しております。 

こうしたなか、西日本電信電話株式会社（ＮＴＴ西日本）におかれましては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」等の提供エリアを順次拡大され、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は確実に進展しております。 

このような状況のもとで当社グループの売上高は、ＮＴＴ工事では主力のフレッツ光宅内工事において開通件数が

前期を上回ったことに加えて、北陸新幹線工事に伴う支障移転工事や電柱更改工事およびＮＧＮ関連の電力工事が増

加したことにより前期を上回りました。 

一方、官公庁・民需工事では景気の悪化と競争激化のなか、自治体発注工事やソフトウェア開発の減少および移動

体系では基地局関連工事の減少により前期を下回りました。 

その結果として、当連結会計年度においては官公庁・民需工事の減少の影響が大きく、受注高は１２４億９千１百

万円（前期比８．３％減）、売上高は１３２億２千２百万円（前期比２．２％減）となりました。  

利益面につきましては、売上高が減少するなか、当社グループとして生産性の向上およびコスト改善施策等を継続

的に実施するとともに子会社業績の回復により、営業利益は３億７千６百万円（前期比２２．７％増）、経常利益は

４億１千８百万円（前期比２５．５％増）、当期純利益は２億３千１百万円（前期比１８．５％増）となりまし

た。     

なお、当連結会計年度における工事別の受注高、売上高の内訳は次表のとおりであります。  

        （百万円未満切捨て） 

  

② 次期の見通し   

 当社グループの主たる受注先であるＮＴＴ西日本の平成22年度事業計画におけるフレッツ光の純増目標は、平成21

年度計画を25万下回る85万契約としており、設備投資も前年を下回るものの、引き続きフレッツ光関連投資をメイン

とした投資構造が組まれると予想されます。 

 そうしたなか、当社グループにおける次期の受注見通しについては、ＮＴＴ受注はＮＧＮを利用した「フレッツ光

ネクスト」の提供エリアが順次拡大されるものの、一昨年来からのフレッツ光開通における鈍化傾向の影響を受ける

と予想され、また、ユニバーサルサービスの維持関係においても電柱更改等一部堅調な工事はあるものの、地下ケー

ブル等の大型工事の減少傾向が続くものと予想され、前期並みの受注を見込でおります。 

 一方、官公庁・民需工事においては、リーマンショックの影響を引きずる中でのデフレ傾向や政府の事業仕分けに

よる公共投資の見直しもあるなか、自治体発注の電線類地中化工事や移動体系では基地局関連の工事に減少が予想さ

れ、前期を下回る見込であります。 

１．経営成績

工事別 受注高 前期比（％） 売上高 前期比（％） 

ケーブル設備工事      8,937     92.1      9,202    96.1 

土木設備工事      1,488    86.8      1,778    110.2 

ネットワーク設備工事      1,172    102.2      1,338    112.8 

情報システム等      894    84.4      903    78.9 

合計     12,491    91.7      13,222    97.8 
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これらのことから当社グループとしての受注高は１２２億７千４百万円（前期比１．７％減）、売上高は１２５

億８千９百万円（前期比４．８％減）、これに伴う営業利益は３億６千９百万円（前期比１．９％減）、経常利益は

４億６百万円（前期比２．８％減）、当期純利益は２億３千９百万円（前期比３．２％増）をそれぞれ見込んでおり

ます。 

 なお、次期の受注高、売上高の工事別毎の見通しは次表のとおりであります。 

        （百万円未満切捨て） 

  

(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） 

 資産は、前連結会計年度より１億４千８百万円増加の１０１億１千４百万円となりました。 

 主な増加の要因は、流動資産では現金預金等の増加と固定資産では繰延税金資産等の減少によるものです。 

 （負債） 

 負債は、前連結会計年度より４千７百万円減少の４９億８千万円となりました。 

 主な減少の要因は、流動負債では工事未払金及び未払法人税等の増加と固定負債では退職給付引当金等の減少によ

るものです。 

 （純資産） 

 純資産は、前連結会計年度より１億９千５百万円増加の５１億３千３百万円となりました。  

 主な増加の要因は、利益剰余金の増加によるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より１億２千１百万円減少の２２

億７百万円となりました。  

〔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３億７千２百万円（前連結会計年度は７億６千４百万円の資金の増加）であり、そ

の主なものは未成工事支出金等の減少によるものです。  

〔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３億９千９百万円（前連結会計年度は８千７百万円の資金の減少）であり、その主

なものは定期預金の増加及び固定資産の取得等の支出によるものです。  

〔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９千３百万円（前連結会計年度は１億６千２百万円の資金の減少）であり、その

主なものは配当金の支払及び借入金の返済によるものです。  

工事別 受注高 前期比（％） 売上高 前期比（％） 

ケーブル設備工事 9,298 104.0 9,455 102.7 

土木設備工事 1,099 73.9 1,235 69.5 

ネットワーク設備工事 877 74.8 898 67.1 

情報システム等 1,000 111.8 1,000 110.6 

合計 12,274 98.3 12,589 95.2 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

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／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ    ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

（注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。  

（注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。  

（注３） 営業キャッシュ・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。  

（注４） 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。  

   

(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、企業体質の強化と経営環境の変化に対応できるよう内部留保の充実を図りながら、業績

動向や今後の事業展開などを総合的に勘案し、株主の皆様へ安定的に配当を継続することを基本としております。 

 当事業年度の配当につきましては、上記の基本方針に基づき、通期の業績並びに財務状況等を勘案し、１株につき

普通配当６円に創立６０周年記念配当２円を加えて１株当たり８円の配当を実施する予定であります。 

 次期の配当につきましては、普通配当６円を予定しております。  

 当社の剰余金の配当は、年１回の期末配当を基本とし、この剰余金の配当は株主総会の決議事項としております。

 なお、当社は株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項により「取締役会の決議により、毎年9

月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 

 内部留保資金につきましては、将来に向けた企業体質の強化、業容の拡大に向けた設備投資等の資金需要に備える

ため内部留保の充実を図っております。  

  

  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（％）  40.7 43.7 45.7 48.9 49.9 

時価ベースの自己資本比

率（％）  
38.6 29.5 22.5 16.0 19.5 

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（年）  
0.1 － － 0.1 0.1 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）  
1,906.1 － － 626.4 367.0 
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 最近の有価証券報告書（平成21年6月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」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、情報通信関係設備のエンジニアリング業務を中心とする公共性の高い事業を担う総合情報通信エ

ンジニアリング会社として、２１世紀の豊かな社会の創造・繁栄と文化の向上ならびに地球環境の保護に寄与するこ

とを経営方針としております。  

 この方針を踏まえ、激変する情報通信分野における競争と変化に対応できる安定した経営基盤を確立するととも

に、お客様の信頼を更に高めるため、品質マネジメントシステム（ＩＳＯ9001）と労働安全衛生マネジメントシステ

ム（ＯＨＳＡＳ18001）および情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＯ27001）の統合マネジメントシステム

（ＩＭＳ）の活用により、品質と安全衛生の向上並びに情報セキュリティの確保を図ることを通して、「株主」「お

客様」「お取引先」等から信頼され、発展し続ける企業グループを目指してまいります。      

  

(2）会社の対処すべき課題 

当社グループの主たる事業領域である情報通信分野を展望すると、お客様ニーズの多様化・高度化により市場環境

が年々大きく変化しております。 

これに伴い、ブロードバンドによるユビキタスネットワーク社会の形成に向けたフルＩＰネットワーク基盤の構築

が進展しており、光化・ＩＰ化への円滑な移行に併せ、移動通信と固定通信および通信と放送の融合等、ＩＣＴを活

用した多様なサービスの展開が期待され、新規ユーザー獲得とシェア拡大に向けた通信事業者間の競争は一段と熾烈

なものとなっております。 

このような状況のなか、ＮＴＴ西日本におかれましては新たな中期経営戦略「サービス創造グループを目指して」

の具現化に向け、ＮＧＮの商用サービス「フレッツ光ネクスト」等の提供エリアを順次拡大され、新たな情報通信市

場の活性化が期待されるところであります。 

このような情勢から、当社グループにおきましては、ＮＴＴ工事ではグループ総力をあげ安全・品質管理を基本と

した仕事の見直しによる生産性向上を図ることとし、官公庁や民需市場においては、環境ビジネスにも注視しつつＩ

ＣＴで課題解決を図る企画提案型ソリューション営業の積極的展開と、市場規模の大きな首都圏で引き続き新たな市

場開拓を図ることとします。 

また、従来から取組んできた経営課題である“経営の質を高める”ことを全社的に加速させるため、各部門の業務

遂行を品質管理面および原価管理面の双方から見直すとともに、ＮＴＴ・通建会社トータルでのビジネスプロセス改

革を推進することにより、一層の生産性向上を図り、更なるコストの低減・利益の確保・増大に努めることとしま

す。 

なお、当社グループにおいても団塊の世代が順次定年を迎えており、満６０歳以降の継続雇用制度の活用を図りな

がら、新規学卒者の継続的採用と計画的育成により、新旧の技術継承を円滑に行っていくとともに、ＮＴＴ技術者資

格、上級の公的資格やベンダ資格の取得推進を図ります。 

さらに当社ではこれらの施策を積極的に推進するとともに、コンプライアンスの定着化と内部統制システムの運用

により総合情報通信エンジニアリング企業グループとしての信頼性向上に努めてまいります。 

   

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：千円）

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 2,167,766 2,372,530

受取手形・完成工事未収入金 3,180,338 3,692,113

有価証券 253,930 254,544

未成工事支出金 491,781 30,048

材料貯蔵品 26,570 31,995

繰延税金資産 84,597 84,959

その他 133,176 126,269

貸倒引当金 △5,038 △8,911

流動資産合計 6,333,122 6,583,549

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 ※2、※3  1,368,192 ※2、※3  1,377,483

減価償却累計額 △837,724 △867,176

建物・構築物（純額） ※2、※3  530,468 ※2、※3  510,306

機械・運搬具 687,044 702,323

減価償却累計額 △575,550 △596,948

機械・運搬具（純額） 111,494 105,374

工具器具・備品 517,493 478,421

減価償却累計額 △453,334 △422,360

工具器具・備品（純額） 64,159 56,060

土地 ※2、※3  1,125,283 ※2、※3  1,125,283

有形固定資産計 1,831,404 1,797,024

無形固定資産   

ソフトウエア 20,284 10,239

その他 3,471 3,471

無形固定資産計 23,755 13,710

投資その他の資産   

投資有価証券 ※4  460,198 ※4  465,952

長期貸付金 11,200 7,216

繰延税金資産 1,244,913 1,187,472

その他 60,814 59,176

投資その他の資産計 1,777,126 1,719,818

固定資産合計 3,632,286 3,530,553

資産合計 9,965,408 10,114,103
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（単位：千円）

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   

工事未払金 1,065,817 1,147,231

短期借入金 ※2  35,496 ※2  20,496

未払法人税等 19,557 77,505

賞与引当金 180,100 171,907

完成工事補償引当金 9,997 9,857

その他 570,036 568,563

流動負債合計 1,881,004 1,995,560

固定負債   

長期借入金 ※2  31,296 ※2  20,800

退職給付引当金 2,872,738 2,693,244

役員退職慰労引当金 212,954 243,796

負ののれん 29,774 27,226

固定負債合計 3,146,763 2,985,067

負債合計 5,027,767 4,980,628

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 4,102,549 4,267,333

自己株式 △126,136 △127,014

株主資本合計 4,913,613 5,077,518

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38,803 △34,140

少数株主持分 62,831 90,097

純資産合計 4,937,641 5,133,475

負債純資産合計 9,965,408 10,114,103
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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 13,525,909 13,222,994

完成工事原価 11,888,010 11,496,862

完成工事総利益 1,637,899 1,726,132

販売費及び一般管理費   

役員報酬 147,040 164,222

従業員給料手当 587,057 590,996

賞与引当金繰入額 29,905 28,485

退職給付費用 36,681 37,087

役員退職慰労引当金繰入額 31,092 37,637

調査研究費 ※1  124,599 ※1  113,513

その他 374,654 377,517

販売費及び一般管理費合計 1,331,031 1,349,461

営業利益 306,867 376,671

営業外収益   

受取利息 7,119 3,871

受取配当金 9,243 8,639

受取地代家賃 9,707 9,353

持分法による投資利益 － 6,240

雑収入 19,945 19,034

営業外収益合計 46,015 47,139

営業外費用   

支払利息 1,220 1,013

持分法による投資損失 14,135 －

雑支出 4,047 4,235

営業外費用合計 19,403 5,249

経常利益 333,479 418,561

特別利益   

固定資産売却益 ※2  1,928 ※2  34

貸倒引当金戻入額 1,585 －

その他 194 －

特別利益合計 3,708 34

特別損失   

固定資産売却損 ※3  48 ※3  37

固定資産除却損 ※4  2,799 ※4  3,772

その他 149 1,341

特別損失合計 2,996 5,150

税金等調整前当期純利益 334,191 413,445

法人税、住民税及び事業税 26,473 99,973

法人税等調整額 119,254 53,904

法人税等合計 145,727 153,877

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7,276 27,626

当期純利益 195,739 231,941
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 611,000 611,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 611,000 611,000

資本剰余金   

前期末残高 326,200 326,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 326,200 326,200

利益剰余金   

前期末残高 3,978,101 4,102,549

当期変動額   

剰余金の配当 △71,291 △67,157

当期純利益 195,739 231,941

当期変動額合計 124,448 164,783

当期末残高 4,102,549 4,267,333

自己株式   

前期末残高 △22,209 △126,136

当期変動額   

自己株式の取得 △103,926 △878

当期変動額合計 △103,926 △878

当期末残高 △126,136 △127,014

株主資本合計   

前期末残高 4,893,091 4,913,613

当期変動額   

剰余金の配当 △71,291 △67,157

当期純利益 195,739 231,941

自己株式の取得 △103,926 △878

当期変動額合計 20,521 163,904

当期末残高 4,913,613 5,077,518

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,642 △38,803

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43,446 4,662

当期変動額合計 △43,446 4,662

当期末残高 △38,803 △34,140
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（単位：千円）

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 70,647 62,831

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,816 27,266

当期変動額合計 △7,816 27,266

当期末残高 62,831 90,097

純資産合計   

前期末残高 4,968,381 4,937,641

当期変動額   

剰余金の配当 △71,291 △67,157

当期純利益 195,739 231,941

自己株式の取得 △103,926 △878

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,262 31,929

当期変動額合計 △30,740 195,833

当期末残高 4,937,641 5,133,475
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 334,191 413,445

減価償却費 160,210 134,157

負ののれん償却額 △2,547 △2,547

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,585 3,873

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,227 △8,192

退職給付引当金の増減額（△は減少） △234,304 △148,652

受取利息及び受取配当金 △16,362 △12,511

支払利息 1,220 1,013

持分法による投資損益（△は益） 14,135 △6,240

その他の損益（△は益） 1,068 5,525

売上債権の増減額（△は増加） 777,056 △511,775

未成工事支出金の増減額（△は増加） 156,432 457,610

仕入債務の増減額（△は減少） △227,922 81,414

その他の資産の増減額（△は増加） 70,000 7,426

その他の負債の増減額（△は減少） △212,121 △10,396

小計 767,243 404,149

利息及び配当金の受取額 19,409 14,280

利息の支払額 △1,220 △1,022

法人税等の支払額 △20,698 △45,325

営業活動によるキャッシュ・フロー 764,733 372,081

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） △28,751 △326,911

有形固定資産の取得による支出 △69,727 △82,006

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 △4,240 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 20 △260

長期貸付金の回収による収入 4,191 3,983

その他 8,358 5,298

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,764 △399,722

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） △22,000 △14,000

長期借入れによる収入 42,500 －

長期借入金の返済による支出 △7,708 △11,496

配当金の支払額 △71,291 △67,157

少数株主への配当金の支払額 △540 △360

自己株式の取得による支出 △103,926 △878

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,966 △93,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 514,003 △121,533

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期末残高 ※  2,329,244 ※  2,207,711
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
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．連結の範囲に関する事項  すべての子会社（６社）を連結しており

ます。 

連結子会社名は次のとおりです。 

金沢電話工事株式会社 

第二電話工事株式会社 

加越電話工事株式会社 

トヤマ電話工事株式会社 

北陸チノール株式会社 

富山土木株式会社  

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

 すべての関連会社（４社）に対する投資

について、持分法を適用しております。  

 関連会社名は次のとおりです。 

 福井通信建設株式会社 

 光道路株式会社 

 北陸通信資材株式会社 

 北陸電通輸送株式会社 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度は連結財務諸表提

出会社と同一であります。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

① 有価証券 

その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

同左 

  ｂ 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

ｂ 時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

ａ 未成工事支出金 

 個別法による原価法 

② たな卸資産 

ａ 未成工事支出金 

同左 

  ｂ 材料貯蔵品 

先入先出法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）  

（会計方針の変更） 

 材料貯蔵品については、従来、先入

先出法による原価法によっていたが、

当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第9

号 平成18年7月5日公表分）が適用さ

れたことに伴い、先入先出法による原

価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。 

ｂ 材料貯蔵品 

先入先出法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）  
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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） 

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） 

   これによる損益に与える影響はあり

ません。  

  

  

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）は定額

法 

 なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

① 有形固定資産 

定率法 

  ただし、平成10年4月1日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）は定額法

 なお、主な耐用年数は、以下のとおり

であります。 

建物及び構築物   7～50年 

機械装置及び運搬具 2～ 7年 

  ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  ａ 自社利用のソフトウェア  

 社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法 

ａ 自社利用のソフトウェア  

 同左 

  ｂ 市場販売目的のソフトウェア  

 見込販売数量に基づく償却額と残存有

効期間（３年）に基づく償却額を比較

し、いずれか大きい額を償却費として計

上する方法によっております。  

ｂ 市場販売目的のソフトウェア  

 同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 完成工事補償引当金  

 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備え

るため、当連結会計年度の完成工事高に

対する将来の見積補償額に基づいて計上

しております。  

② 完成工事補償引当金  

同左  

  ③ 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、将来の支給見込額のうち当

連結会計年度の負担額を計上しておりま

す。 

③ 賞与引当金 

同左 

  ④ 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計上しており

ます。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による按分額を費用処理してお

ります。 

④ 退職給付引当金 

同左 
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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） 

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） 

   数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による按分額を

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理しております。 

  

    （会計方針の変更）  

（退職給付に係る会計基準の適用）  

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。 

  なお、これによる営業利益、経常利

益、税金等調整前当期純利益に与える影

響はありません。 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金に備えるため、会社

内規に基づく、期末要支給額を計上して

おります。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

(4）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 

イ 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 

  工事進行基準（工事の進捗度の見積

りは原価比例法） 

ロ その他の工事 

工事完成基準 

（会計方針の変更） 

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、

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、完成工事高は325,460千円

増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は、それぞれ19,015千

円増加しております。 

(5）消費税等の会計処理   消費税等に相当する額の会計処理は、税

抜方式によっております。 

同左 
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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） 

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） 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価は、全

面時価評価法によっております。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 負ののれんの償却については、20年間の

均等償却を行っております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得日から３

か月以内に満期日が到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。 

同左 

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

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） 

 （リース取引に関する会計基準） 

  所有権移転外ファイナンス・ リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日

改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３

月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

  これによる損益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） 

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

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、「未成工事支出金等」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「未成工事支出金」「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「未成工事支出金等」に含まれる「未成工事支出

金」「材料貯蔵品」は、それぞれ648,872千円、26,690

千円であります。 

────── 
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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 手形割引高及び裏書譲渡高  １ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高  3,980千円

受取手形裏書譲渡高       2,755千円

受取手形割引高   千円4,138

受取手形裏書譲渡高        千円236

 ※２ 担保資産 

短期借入金6,000千円、長期借入金19,500千円の担

保に供しております。 

建物・構築物  13,637千円

土地    83,985

合計  97,622

 ※２ 担保資産 

短期借入金 千円、長期借入金 千円の担

保に供しております。 

6,000 13,500

建物・構築物   千円12,640

土地    83,985

合計  96,625

※３ 有形固定資産の取得価額から控除している国庫補助

金等による圧縮記帳額は、建物4,400千円、土地

19,700千円であります。 

※３          同左 

※４ このうち関連会社株式の金額は、88,469千円であり

ます。 

※４ このうち関連会社株式の金額は、 千円であり

ます。 

91,388

（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 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりで

あります。 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりで

あります。 

調査研究費      65,784千円 調査研究費       千円55,691

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

機械・運搬具       1,928千円 機械・運搬具        千円34

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※３ 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       48千円 機械・運搬具        千円37

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

建物・構築物         768千円

機械・運搬具  988

工具器具・備品  1,042

合計  2,799

建物・構築物         千円837

機械・運搬具  867

工具器具・備品  2,067

合計  3,772
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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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

取締役会決議による自己株式の取得による増加  500,000株 

単元未満株式の買取りによる増加         14,942株 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  8,968,960  －  －  8,968,960

合計  8,968,960  －  －  8,968,960

自己株式         

普通株式  57,480  514,942  －  572,422

合計  57,480  514,942  －  572,422

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  71,291  8.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  67,157 利益剰余金  8.0 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加     3,939株 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  8,968,960  －  －  8,968,960

合計  8,968,960  －  －  8,968,960

自己株式         

普通株式  572,422  3,939  －  576,361

合計  572,422  3,939  －  576,361

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  67,157  8.0 平成21年３月31日 平成21年６月29日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  67,126 利益剰余金  8.0 平成22年３月31日 平成22年６月30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記

載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記

載されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

  （千円）

現金預金勘定 2,167,766

預入期間が３か月を超える定期預

金 
△92,451

有価証券(ＭＭＦ) 253,930

現金及び現金同等物 2,329,244

（平成22年３月31日現在）

  （千円）

現金預金勘定 2,372,530

預入期間が３か月を超える定期預

金 
△419,362

有価証券(ＭＭＦ) 254,544

現金及び現金同等物 2,207,711
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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） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額及び資産の金額の合計額に占める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。 

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、営業利益の合計額及び資産の金額の合計額に占める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） 

 在外支店及び在外連結子会社がないため、記載しておりません。 

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） 

 在外支店及び在外連結子会社がないため、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） 

 海外売上高がないため、記載しておりません。   

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） 

 海外売上高がないため、記載しておりません。   

（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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、退職給付及び賃貸等不動産に関する注記事

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ため開示を省略しております。また、デリバティブ取

引、ストック・オプション等、企業結合等については該当事項がないため開示を省略しております。  

該当事項はありません。 

（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     580円57銭 

１株当たり当期純利益    22円35銭 

１株当たり純資産額    円 銭 600 93

１株当たり当期純利益    円 銭 27 63

 なお、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。 

 なお、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。 

  
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金額     

当期純利益（千円）  195,739  231,941

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  195,739  231,941

期中平均株式数（株）  8,756,438  8,393,864

  
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) 

純資産の部の合計額（千円）  4,937,641  5,133,475

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 62,831  90,097

（うち少数株主持分）  (62,831)  (90,097)

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  4,874,810  5,043,377

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（株） 
 8,396,538  8,392,599

（開示の省略）

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,912,027 2,090,796

受取手形 11,862 7,586

完成工事未収入金 3,116,569 3,445,492

有価証券 253,930 254,544

未成工事支出金 437,947 19,791

材料貯蔵品 19,716 22,142

短期貸付金 53,180 50,000

未収入金 145,491 131,399

繰延税金資産 73,862 73,427

その他 12,455 10,431

貸倒引当金 △4,677 △7,742

流動資産合計 6,032,367 6,097,870

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,066,190 1,075,872

減価償却累計額 △651,779 △674,181

建物（純額） 414,410 401,690

構築物 114,754 114,363

減価償却累計額 △103,314 △104,292

構築物（純額） 11,440 10,071

機械及び装置 192,395 197,195

減価償却累計額 △153,597 △159,041

機械及び装置（純額） 38,797 38,154

車両運搬具 224,271 221,488

減価償却累計額 △177,031 △185,534

車両運搬具（純額） 47,239 35,953

工具器具・備品 422,739 385,637

減価償却累計額 △373,853 △339,391

工具器具・備品（純額） 48,885 46,246

土地 989,442 989,442

有形固定資産計 1,550,216 1,521,558

無形固定資産   

ソフトウエア 20,284 10,239

その他 3,055 3,055

無形固定資産計 23,339 13,294
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（単位：千円）

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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 371,729 374,564

関係会社株式 112,079 112,079

従業員長期貸付金 11,200 7,216

関係会社長期貸付金 19,480 7,480

保険積立金 46,878 40,970

繰延税金資産 1,199,016 1,133,676

その他 11,771 14,935

貸倒引当金 △29 △11

投資その他の資産計 1,772,126 1,690,913

固定資産合計 3,345,682 3,225,765

資産合計 9,378,049 9,323,636

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,179,722 1,152,051

未払金 217,411 210,964

未払費用 201,597 197,306

未払法人税等 15,169 52,575

未成工事受入金 29,656 17,593

預り金 15,641 15,409

賞与引当金 154,262 143,961

完成工事補償引当金 9,037 8,824

その他 190 28,122

流動負債合計 1,822,688 1,826,809

固定負債   

退職給付引当金 2,785,645 2,596,236

役員退職慰労引当金 173,527 197,261

固定負債合計 2,959,172 2,793,498

負債合計 4,781,861 4,620,307
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 611,000 611,000

資本剰余金   

資本準備金 326,200 326,200

資本剰余金合計 326,200 326,200

利益剰余金   

利益準備金 140,625 140,625

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 46,714 46,433

別途積立金 3,130,000 3,230,000

繰越利益剰余金 494,473 498,109

利益剰余金合計 3,811,812 3,915,168

自己株式 △114,020 △114,899

株主資本合計 4,634,992 4,737,469

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38,803 △34,140

純資産合計 4,596,188 4,703,328

負債純資産合計 9,378,049 9,323,636
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

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 12,910,211 12,606,156

完成工事原価 11,419,467 11,134,357

完成工事総利益 1,490,743 1,471,799

販売費及び一般管理費   

役員報酬 95,213 106,563

従業員給料手当 553,815 557,418

賞与引当金繰入額 29,866 28,427

退職金 983 659

退職給付費用 36,402 36,528

役員退職慰労引当金繰入額 24,519 30,369

法定福利費 86,073 86,606

福利厚生費 4,180 4,480

修繕維持費 4,668 11,895

事務用品費 20,881 22,438

通信交通費 50,531 51,284

動力用水光熱費 6,009 5,852

調査研究費 126,037 115,846

広告宣伝費 1,175 1,583

貸倒引当金繰入額 － 3,054

交際費 10,461 9,221

寄付金 234 213

地代家賃 990 2,049

減価償却費 14,474 14,320

租税公課 27,131 26,760

保険料 1,073 1,133

雑費 95,196 88,308

販売費及び一般管理費合計 1,189,919 1,205,015

営業利益 300,823 266,784

営業外収益   

受取利息 6,662 3,332

有価証券利息 1,283 767

受取配当金 14,688 12,299

受取地代家賃 16,091 15,740

雑収入 9,552 8,918

営業外収益合計 48,277 41,057

営業外費用   

雑支出 3,919 3,423

営業外費用合計 3,919 3,423

経常利益 345,181 304,419
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（単位：千円）

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) 

特別利益   

固定資産売却益 － 34

貸倒引当金戻入額 1,092 －

特別利益合計 1,092 34

特別損失   

固定資産売却損 － 37

固定資産除却損 2,422 3,285

関係会社株式評価損 16,089 －

その他 149 1,341

特別損失合計 18,660 4,663

税引前当期純利益 327,613 299,789

法人税、住民税及び事業税 14,000 66,500

法人税等調整額 120,950 62,600

法人税等合計 134,950 129,100

当期純利益 192,662 170,689
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 611,000 611,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 611,000 611,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 326,200 326,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 326,200 326,200

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 140,625 140,625

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 140,625 140,625

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 47,012 46,714

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △298 △280

当期変動額合計 △298 △280

当期末残高 46,714 46,433

別途積立金   

前期末残高 2,930,000 3,130,000

当期変動額   

別途積立金の積立 200,000 100,000

当期変動額合計 200,000 100,000

当期末残高 3,130,000 3,230,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 572,965 494,473

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 298 280

別途積立金の積立 △200,000 △100,000

剰余金の配当 △71,453 △67,333

当期純利益 192,662 170,689

当期変動額合計 △78,492 3,636

当期末残高 494,473 498,109
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（単位：千円）

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) 

自己株式   

前期末残高 △10,093 △114,020

当期変動額   

自己株式の取得 △103,926 △878

当期変動額合計 △103,926 △878

当期末残高 △114,020 △114,899

株主資本合計   

前期末残高 4,617,709 4,634,992

当期変動額   

剰余金の配当 △71,453 △67,333

当期純利益 192,662 170,689

自己株式の取得 △103,926 △878

当期変動額合計 17,282 102,476

当期末残高 4,634,992 4,737,469

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,642 △38,803

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43,446 4,662

当期変動額合計 △43,446 4,662

当期末残高 △38,803 △34,140

純資産合計   

前期末残高 4,622,352 4,596,188

当期変動額   

剰余金の配当 △71,453 △67,333

当期純利益 192,662 170,689

自己株式の取得 △103,926 △878

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43,446 4,662

当期変動額合計 △26,163 107,139

当期末残高 4,596,188 4,703,328
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記
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役員の異動（平成22年6月29日付予定） 

① 代表取締役の異動  

    取締役相談役           金田 好人 （現 代表取締役会長） 

  

②  新任取締役候補 

 取締役         北川 久義  （現 富山支店長） 

    

③  退任予定取締役 

 取締役設備建設本部長    岩永 秀雄  

  
  

  

  

  

  

６．その他
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