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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 47,803 △7.9 1,739 △28.5 1,872 △29.5 972 △26.3
21年3月期 51,913 △1.8 2,433 △3.8 2,655 △1.3 1,319 △5.4

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 36.08 ― 4.0 5.0 3.6
21年3月期 48.97 ― 5.6 6.9 4.7

（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 38,558 25,199 64.2 918.13
21年3月期 36,962 24,471 65.0 891.59

（参考） 自己資本   22年3月期  24,735百万円 21年3月期  24,021百万円

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 2,732 △2,695 642 6,339
21年3月期 3,609 △1,055 △1,596 5,659

2.  配当の状況 

（注）  21年３月期期末配当金の内訳   普通配当 5円00銭、記念配当 2円00銭 
     22年３月期期末配当金の内訳   普通配当 5円00銭、特別配当 2円00銭 

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 ― 7.00 12.00 323 24.5 1.4
22年3月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00 323 33.3 1.3
23年3月期 

（予想） ― 5.00 ― 7.00 12.00 32.3

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

23,000 3.6 600 84.3 700 76.6 300 58.5 11.13

通期 52,000 8.8 1,800 3.5 1,900 1.5 1,000 2.9 37.12
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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、14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 27,644,699株 21年3月期 27,644,699株
② 期末自己株式数 22年3月期  702,915株 21年3月期  701,987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 33,894 △8.5 546 △58.5 767 △51.6 408 △48.7
21年3月期 37,053 2.3 1,317 2.7 1,584 2.1 795 △10.2

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 15.15 ―
21年3月期 29.51 ―

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 30,251 15,274 50.5 566.94
21年3月期 27,123 15,127 55.8 561.47

（参考） 自己資本 22年3月期  15,274百万円 21年3月期  15,127百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧くださ
い。 
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当連結会計年度における日本経済は、リーマン・ショックを引金にした世界的な金融危機から持直し
てきてはいるものの、依然として足どりは重く、雇用情勢や輸出等の本格的な回復には至っておりませ
ん。また、消費の低迷によるデフレ傾向の長期化や多くの企業で設備投資を抑制する動きが相次ぐな
ど、景気の先行きへの不透明感は払拭されていない状況にあります。  
 当社グループの主要な事業分野であります情報通信事業分野のうち、ブロードバンドサービス市場で
は、主力となる光アクセスサービスの契約数が平成２１年１２月末には前年同月に比べ２７７万件増の
１,７１９万件となり、依然として安定した増加が続いております。しかしながら、ＡＤＳＬ契約者の
光アクセスサービスへの切り替えによる減少に伴い、ブロードバンドサービス市場全体の契約数の伸び
は鈍化傾向となり、成熟期を迎え始めております。こうした中、インターネットは、ブログ、ＳＮＳ、
Ｔｗｉｔｔｅｒなど利用者参加型のサービスの拡がりにより、直接多くの人々との交流ができるコミュ
ニケーションツールへと進展を遂げてまいりました。また、主要な都市部へのＮＧＮの普及が進み、企
業の経費削減策として利用されているテレビ会議システムで高精細映像の提供が可能となるなど、サー
ビスの一層の向上が図られております。  
 移動通信事業分野では、新規顧客獲得が困難な状況の中で、各事業者間においては、既存契約者の満
足度を高めるため、「端末」・「サービス」・「価格」等の各分野での競争が激化してきております。
争点の一つである端末分野では、パソコンに近い性能を持ち、インターネットの操作性を高めたスマー
トフォン（高機能携帯電話）やデジタルカメラに匹敵するカメラ機能を備えた端末などその拡がりは多
岐にわたっております。サービス面においても、あらかじめ興味のある店舗情報等を登録しておけば近
くを通りかかった際に知らせてくれたり、警備会社につながる防犯ブザー機能をつけるなどといった従
来の携帯電話の役割とは一線を画したサービスが提供されております。携帯電話は、移動電話サービス
が日本で昭和５４年に自動車電話サービスとして開始されてから３０年が経過した今、単なる「電話」
の枠を大きく超えて進化し続けております。  
 このような環境下、当社グループにおきましては、目まぐるしく変動する事業環境に対応し、中期経
営計画「Ｃｒｅａｔｅ２０１２」に基づき、あらゆるお客様のニーズにお応えすべく、技術者の育成や
ＣＳ活動を積極的に推進する一方で、大規模な設備投資による業務の効率化や高品質の維持・向上を図
りつつ、受注拡大に向けた施策を展開するなど、果敢に取り組んでまいりました。具体的には、お客様
に信頼される企業体制を充実させ、リスク管理を強化し、ＣＳＲの一層の推進を図るため、昨年４月に
ＣＳＲ推進部を発足させました。ＣＳＲ推進部では、内部統制システムやＩＳＯマネジメントシステム
の充実、環境問題に対する積極的な施策展開、社員へのコンプライアンス教育の一層の強化を図るな
ど、様々な活動に取り組んでおります。設備投資につきましては、現営業所の狭隘化の改善や事業の集
約化・効率化を図るため、昨年９月に春日井市と瀬戸市・長久手町の２か所に用地を取得し、現在、営
業所等の建設を進めております。また、本年３月には、鈴鹿事業所別棟を新築し、作業効率の一層の向
上を図っております。なお、この建設資金の一部に、環境経営支援ローンを受けております。この他に
も、平成２３年７月に実施される地上デジタルテレビ放送への完全移行に向けた東海４県下（愛知・岐
阜・三重・静岡）の地上デジタルテレビチューナー設置・アンテナ等改修工事を昨年１１月に受注する
など、収益の拡大を図っております。  
 このような結果、当社グループの当連結会計年度の業績につきましては、連結受注高468億54百万円
（前期比93.0％）、連結売上高478億3百万円（前期比92.1％）、連結経常利益につきましては18億72百
万円（前期比70.5％）、連結当期純利益は9億72百万円（前期比73.7％）と減収減益となりました。ま
た、個別業績につきましては、受注高328億27百万円（前期比91.8％）、売上高338億94百万円（前期比
91.5％）、経常利益につきましては、7億67百万円（前期比48.4％）、当期純利益4億8百万円（前期比
51.3％）と減収減益となりました。  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 通信建設事業 
ＮＴＴ工事については、受注高は201億39百万円、売上高は209億58百万円となり、その他工事につい

ては、受注高166億67百万円、売上高は167億97百万円となりました。  
 通信建設事業全体では、受注高は368億6百万円、売上高は377億55百万円となり、営業利益は16億47
百万円となりました。  

② 情報サービス事業 
 売上高は100億47百万円となり、営業利益85百万円となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（資産、負債及び純資産の状況） 
 ① 資産 

流動資産は、前連結会計年度に比べて、1.5％減少し、216億1百万円となりました。これは、主
として未成工事支出金が12億29百万円減少したことによります。 
固定資産は、前連結会計年度に比べて、12.8％増加し、169億57百万円となりました。これは、

主として春日井と瀬戸の土地を21億11百万円購入したことによります。 
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて4.3％増加し、385億58百万円となりました。 

 ② 負債 
流動負債は、前連結会計年度に比べて、5.5％減少し、89億6百万円となりました。これは、主

として未払法人税等が3億87百万円、借入債務が4億円減少したことによります。 
固定負債は、前連結会計年度に比べて、45.4％増加し、44億53百万円となりました。これは、

主として借入債務が13億95百万円増加したことによります。この結果、負債合計は、前連結会計
年度末に比べて7.0％増加し、133億59百万円となりました。 

 ③ 純資産 
純資産合計は、前連結会計年度に比べて、3.0％増加し、251億99百万円となりました。これ

は、主として利益剰余金が6億78百万円増加したことによります。 

（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、6億79百万円増加し、63億39百万円となりました。 

 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27億32百万円（前年同期：36億9百万円資金増加）となりまし

た。これは、主として法人税等の支払が11億43百万円あったものの、税金等調整前当期純利益17
億58百万円、減価償却費の計上10億72百万円あったことによります。 

 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26億95百万円（前年同期：10億55百万円資金減少）となりまし

た。これは、主に有形固定資産の取得による支出27億33百万円によるものであります。 
 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6億42百万円（前年同期：15億96百万円資金減少）となりまし
た。これは、主に長期借入れによる収入19億円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／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 

 １．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値によるものであります。 
 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．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。 
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とインタレスト・カバレッジ・レシオは、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。 

(2) 財政状態に関する分析

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 59.0 58.8 65.0 64.2

時価ベースの自己資本比率 31.3 20.8 19.0 18.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 0.7 ― 0.7 1.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ 107.1 ― 95.8 112.0
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当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と位置付けております。配当政策といたしまして
は、業績に基づき、長期的かつ安定的な事業展開に必要な内部留保の充実に努めると共に、安定的配当
の継続実施を基本として配分を行う方針といたしております。 
 この方針に基づき、中間配当を１株につき５円（普通配当５円）といたしました。当期の期末配当金
につきましては株主の皆様への利益還元に努めることを考慮いたしまして、１株につき７円（普通配当
５円・特別配当２円）、年間12円（普通配当10円・特別配当２円）とさせていただく予定です。 
 次期の配当につきましては、上記の基本方針及び業績予想から、１株につき中間配当５円（普通配当
５円）及び期末配当７円（普通配当５円・特別配当２円）、年間12円（普通配当10円・特別配当２円）
を予定しております。 

当社グループの受注高は、通信建設事業が約79％を占めるため、情報通信事業者の設備動向により、
売上高並びに利益が大きく影響を受けることがあります。  
 また、当社グループは品質、環境、労働安全衛生、情報セキュリティの各マネジメントシステムを導
入し“安全・品質・環境・信頼”を確保し、社会に貢献できる企業を目指しておりますが、不測の事態
が発生した場合にその状況によっては、当社グループの信頼の失墜となり、会社業績は大きな影響を受
ける可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社グループは、当社、子会社16社及び関連会社１社で構成され、主な事業内容と当社グループの当該
事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

連結財務諸表提出会社でありますシーキューブ㈱は、建設業法の定めるところによる建設業者として
の許可を受け、電気通信施設建設工事等に関する総合請負を行っており、西日本電信電話㈱からの受注
工事が も多い状況であります。 
シーキューブ㈱は、受注工事の一部を子会社東海通建㈱ほか10社、関連会社三愛建設㈱に発注し施工

させております。また、子会社の㈱シーキューブトータルサービスは工事車両のリース事業等を行って
おります。 

通信建設事業の主な内容は次のとおりであります。 

 

 

ＮＴＴ以外の電気通信事業者、電力会社、官公庁・その他民間企業等から受注する通信・電力設
備等の設計、施工、保守等。 

サーバー・パソコンを主体としたシステム及びＩＰ－ＰＢＸ、ＩＰ電話、携帯電話等通信システム並
びに周辺機器の提案・販売・構築、ソフトウェアの開発等をシーキューブ㈱、子会社の㈱フューチャー
インで行っております。 

  

 

2. 企業集団の状況

(1) 通信建設事業

ＮＴＴ工事

① 所外系(ケーブル施設)工事 …………… 通信線（光ケーブル等）布設・接続・試験、通信線
布設用の地下管路、マンホール等の工事、情報通信
宅内工事の設計・施工。

② 所内系(ネットワーク設備)工事 ………ＩＰネットワーク設備、電力設備工事並びにこれら
に関連する工事。

その他工事

(2) 情報サービス事業

事業の系統図は次のとおりであります。
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シーキューブグループは企業理念として、  
  存在意義を「 善の技術で心を伝え 人間性豊かな社会を創造します。」  
  経営姿勢を「一人ひとりの創意を結集し、夢のあるダイナミックな経営を行います。」  
  行動指針を「私達はチャレンジ精神とイノベーションでグローバルに行動します。」  
と定め、お客さま、株主さまにとって価値ある企業を目指し、挑戦することを基本方針にしておりま
す。  

当社グループは、上記の基本方針をもとに、グループで理念・戦略の共有化を行い、グループのシナ
ジー効果を追求して、グループ業績の 大化を目指しております。  
 当社グループは、2006年度から2010年度までの中期経営計画「シーキューブグループ中期ビジョン
Create２０１０」を基に諸施策を推し進めてまいりましたが、当社を取り巻く事業環境は策定当時と大
きく様変わりしており、「Create２０１０」を見直し、新たに新中期経営計画「Create２０１２」を策
定いたしました。  
 この新中期経営計画は、「人の育成」、「ＣＳ活動の展開」、「コーポレートガバナンス及びコンプ
ライアンス体制の一層の強化」を主軸とした旧中期経営計画「Create２０１０」の基本方針を踏襲しつ
つも、さらに日々進化する情報通信事業に対し、当社グループとして 適な対応ができるよう、積極的
な事業展開を行うものであります。 
 この新中期経営計画「Create２０１２」の数値目標は、次のとおりであります。 
   2012年度（平成24年度） 連結売上高   600億円 
               連結営業利益  24億円 

情報通信事業分野におきましては、ＮＧＮを利用したホームネットワーク等のサービスがますます充
実していくものと思われます。生活家電等をネットワークにつなぐことで、故障が発生した場合に瞬時
に知ることができたり、外出先から家電のスイッチを入れるといった遠隔操作を可能とするサービスが
より身近なものになりつつあります。また、ＮＧＮの高いセキュリティ性とクラウドコンピューティン
グの利便性を活かして、コスト削減に有効なシステムの構築とサービスの展開が予想されております。
このように、家庭・企業で利用できるコンテンツが、ＮＧＮの全国的な普及拡大に伴い、次々と新しく
生み出されるものと期待されております。  
 移動通信事業分野におきましては、昨年７月に商用化が開始されたＷｉＭＡＸに続き、本年１２月に
は次世代携帯電話ＬＴＥのサービス提供が開始される見通しで、各事業者間の競争は新たな局面を迎え
ようとしております。ＬＴＥにより、屋外や移動中でも高画質の動画などが楽しめるようになり、イン
ターネットの操作性を高めたスマートフォン（高機能携帯電話）の普及拡大につながるものと思われま
す。  
 各事業者は、ありとあらゆるものをインターネットにつなげて「いつでも、どこでも、誰とでも」情
報交換を可能とするユビキタス社会の実現を目指し、新たな通信インフラの整備を進めるものと思われ
ます。当社グループもその一翼を担う一方で、より一層の間接費の低コスト化や施工管理体制の効率化
を求められることが想定されております。  
 このような状況下、当社グループにおきましては、変化の激しい事業環境を飛躍のチャンスと捉え、
目先の現象のみに囚われず、中期経営計画「Ｃｒｅａｔｅ２０１２」の目標達成に向けて、積極的な経
営を進めてまいります。具体的には、保守業務の受注増加やＮＧＮ市場拡大に備えて、より一層の光・
ＩＰ技術者、ユーザーサービス技術者育成に取り組んでまいります。また、東・名・阪における受注拡
大のため、作業基地の整備や施工体制の強化を引き続き図ってまいります。この他にも、近年の政府に
よるＣＯ２の削減目標の設定など、環境配慮型の企業活動が求められていることを鑑み、昨年１１月に
は当社岐阜支店社屋に太陽光発電システムを設置いたしました。このように、エコ活動の推進にも努め
てまいります。  
 当社グループは、一丸となって「Ｃｒｅａｔｅ２０１２」の達成に向けた諸施策を積極的に実施し、
お客様に「シーキューブグループって”すごい”」と言っていただける会社を目指してまいります。 
  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 会社の対処すべき課題

- 7 -

シーキューブ㈱ (1936) 平成22年3月期 決算短信



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 5,698 6,395

受取手形・完成工事未収入金等 12,415 12,786

未成工事支出金 2,481 1,251

商品 119 76

仕掛品 55 32

材料貯蔵品 307 288

繰延税金資産 244 209

その他 610 568

貸倒引当金 △6 △7

流動資産合計 21,927 21,601

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 3,632 3,388

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,493 1,276

土地 6,061 8,123

建設仮勘定 108 332

その他（純額） 22 24

有形固定資産合計 11,318 13,145

無形固定資産 87 78

投資その他の資産

投資有価証券 1,907 2,046

繰延税金資産 1,093 1,044

その他 633 642

貸倒引当金 △5 △1

投資その他の資産合計 3,629 3,732

固定資産合計 15,035 16,957

資産合計 36,962 38,558
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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 4,545 4,556

短期借入金 950 900

1年内返済予定の長期借入金 855 504

リース債務 16 28

未払法人税等 624 236

未成工事受入金 120 126

賞与引当金 447 445

役員賞与引当金 72 62

工事損失引当金 18 －

その他 1,778 2,046

流動負債合計 9,428 8,906

固定負債

長期借入金 562 1,958

リース債務 49 67

再評価に係る繰延税金負債 529 508

退職給付引当金 1,532 1,614

役員退職慰労引当金 239 200

長期未払金 145 99

その他 2 3

固定負債合計 3,062 4,453

負債合計 12,491 13,359

純資産の部

株主資本

資本金 4,104 4,104

資本剰余金 3,801 3,801

利益剰余金 18,089 18,767

自己株式 △132 △133

株主資本合計 25,863 26,541

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △59 5

土地再評価差額金 △1,781 △1,811

評価・換算差額等合計 △1,841 △1,805

少数株主持分 449 463

純資産合計 24,471 25,199

負債純資産合計 36,962 38,558
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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)

売上高

完成工事高 41,129 37,755

商品売上高 10,784 10,047

売上高合計 51,913 47,803

売上原価

完成工事原価 36,806 34,296

商品売上原価 8,556 7,859

売上原価合計 45,363 42,155

売上総利益

完成工事総利益 4,323 3,459

商品売上総利益 2,227 2,188

売上総利益合計 6,550 5,647

販売費及び一般管理費 4,117 3,908

営業利益 2,433 1,739

営業外収益

受取利息配当金 54 49

受取保険金 98 20

負ののれん償却額 0 －

その他 119 98

営業外収益合計 272 168

営業外費用

支払利息 37 24

その他 12 11

営業外費用合計 50 36

経常利益 2,655 1,872

特別利益

前期損益修正益 19 7

固定資産売却益 11 7

投資有価証券売却益 25 6

貸倒引当金戻入額 10 －

その他 1 4

特別利益合計 67 26

特別損失

前期損益修正損 13 12

固定資産除売却損 242 48

投資有価証券評価損 67 －

減損損失 － 67

その他 29 11

特別損失合計 353 139

税金等調整前当期純利益 2,369 1,758

法人税、住民税及び事業税 1,071 746

法人税等調整額 △28 22

法人税等合計 1,042 768

少数株主利益 7 17

当期純利益 1,319 972
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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 4,104 4,104

当期末残高 4,104 4,104

資本剰余金

前期末残高 3,801 3,801

当期変動額

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 3,801 3,801

利益剰余金

前期末残高 17,048 18,089

当期変動額

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 1,319 972

土地再評価差額金の取崩 44 29

当期変動額合計 1,040 678

当期末残高 18,089 18,767

自己株式

前期末残高 △132 △132

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △132 △133

株主資本合計

前期末残高 24,823 25,863

当期変動額

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 1,319 972

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 44 29

当期変動額合計 1,040 678

当期末残高 25,863 26,541
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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)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 211 △59

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△271 65

当期変動額合計 △271 65

当期末残高 △59 5

土地再評価差額金

前期末残高 △1,737 △1,781

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△44 △29

当期変動額合計 △44 △29

当期末残高 △1,781 △1,811

評価・換算差額等合計

前期末残高 △1,525 △1,841

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△315 35

当期変動額合計 △315 35

当期末残高 △1,841 △1,805

少数株主持分

前期末残高 455 449

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 13

当期変動額合計 △5 13

当期末残高 449 463

純資産合計

前期末残高 23,752 24,471

当期変動額

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 1,319 972

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 44 29

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △321 49

当期変動額合計 718 728

当期末残高 24,471 25,199
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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 2,369 1,758

減価償却費及びその他の償却費 1,357 1,072

減損損失 － 67

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2 △9

工事損失引当金の増減額（△は減少） △78 △18

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32 82

受取利息及び受取配当金 △54 △49

支払利息 37 24

投資有価証券売却損益（△は益） △25 0

売上債権の増減額（△は増加） 1,920 △370

たな卸資産の増減額（△は増加） 901 1,315

仕入債務の増減額（△は減少） △1,499 △7

その他の負債の増減額（△は減少） △406 △5

その他 △68 △9

小計 4,483 3,850

利息及び配当金の受取額 54 49

利息の支払額 △37 △24

法人税等の支払額 △891 △1,143

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,609 2,732

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 △37 △55

定期預金の払戻による収入 29 38

有形固定資産の取得による支出 △1,259 △2,733

有形固定資産の売却による収入 205 23

投資有価証券の取得による支出 △13 △58

投資有価証券の売却による収入 31 92

その他 △11 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,055 △2,695

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） △1,158 △50

長期借入れによる収入 200 1,900

長期借入金の返済による支出 △309 △855

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △323 △323

その他 △4 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,596 642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 958 679

現金及び現金同等物の期首残高 4,701 5,659

現金及び現金同等物の期末残高 5,659 6,339
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 該当事項はありません。 

(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)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数   16社
 子会社は全て連結しております。

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

 すべての関連会社(１社)に対する投
資について、持分法を適用しておりま
す。

同左

 持分法適用会社数及び会社名
  関連会社１社 
  三愛建設㈱

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結財務諸表提出会社に同じ。
 

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

    満期保有目的の債券

     償却原価法

    その他有価証券

     時価のあるもの

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

    満期保有目的の債券

同左

    その他有価証券

     時価のあるもの

同左

     

     時価のないもの

     移動平均法による原価法

     時価のないもの

同左

 ② たな卸資産

    未成工事支出金

     個別法による原価法

    商品

移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性

の低下による簿価切り下げ

の方法により算定）

    仕掛品

     個別法による原価法

    材料貯蔵品

先入先出法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性

の低下による簿価切り下げ

の方法により算定）

 ② たな卸資産

    未成工事支出金

同左

    商品

同左

    仕掛品

同左

    材料貯蔵品

同左
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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)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法

 ① 有形固定資産（リース資産を

除く）

定率法(ただし、親会社の本店

建物、構築物並びに機械装置(建

物に附帯する立体駐車場)、連結

子会社のうち２社の建物及び平成

10年４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)については

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（リース資産を

除く）

同左

 ② 無形固定資産（リース資産を

除く） 

 定額法（ただし、ソフトウ

エア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法）   

 ② 無形固定資産（リース資産を

除く） 

    同左

 ③ リース資産

   リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、原則として、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。な

お、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を採用しており

ます。

 ③ リース資産

同左
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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)

(3) 重要な引当金の計上基準  ① 貸倒引当金

   債権の貸倒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 賞与引当金

   従業員の賞与に充てるため、支
給見込額に基づいて計上しており
ます。

② 賞与引当金
同左

 ③ 役員賞与引当金

   一部の連結子会社は、役員に対
して支給する賞与の支出に充てる
ため、支給見込額に基づき計上し
ております。

 ③ 役員賞与引当金

同左
  

 ④ 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。

 ④ 工事損失引当金

同左

 ⑤ 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発生
していると認められる額を計上し
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内の一
定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を費用処理してお
ります。 
 数理計算上の差異は、その発生
時の従業員の平均残存勤務期間内
の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処理
しております。

 ⑤ 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。 
 数理計算上の差異を翌連結会計年度
から償却するため、これによる営業利
益、経常利益及び税金等調整前当期純
利益に与える影響はありません。 
 また、本会計基準の適用に伴い発生
する退職給付債務の差額の未処理残高
は31百万円であります。

 ⑥ 役員退職慰労引当金

   連結子会社において役員の退職
金の支給に備えるため、会社内規
に基づき連結会計年度末要支給額
を計上しております。

 ⑥ 役員退職慰労引当金

同左 
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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)

(4) 重要な収益及び費用の計

上基準

―――――― ① 売上高及び売上原価の計上基準

請負工事及び受注制作ソフトウエア
に係る売上高の計上基準は、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場合は工事進行
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）

請負工事及び受注制作ソフトウエア
に係る売上高の計上基準は、従来、長
期大型工事（工期１年以上かつ請負金
額２億円以上）については工事進行基
準を、その他については工事完成基準
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
る場合は工事進行基準（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、売上高は958百万円増加し、
売上総利益、営業利益、経常利益及び
税金等調整前当期純利益が、それぞれ
22百万円増加しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響
は、当該箇所に記載しております。

―――――― ② ファイナンス・リース取引に係る 

  収益計上基準 

 リース料受取時に売上高と売上原価

を計上する方法によっております。 

(5) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

 ① 完成工事高の計上基準

   完成工事高の計上は、工事完成
基準を採用しているが、長期大型
(工期１年以上かつ請負金額２億
円以上)の工事については、工事
進行基準によっております。

   なお、工事進行基準による当連
結会計年度の完成工事高はありま
せん。

――――――

 ② 消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処
理は、税抜方法によっておりま
す。

 ① 消費税等の会計処理

同左

 ③ 連結納税制度の適用

   連結納税制度を適用しており
  ます。

 ② 連結納税制度の適用

同左

  ④ ファイナンス・リース取引に
      係る収益計上基準 
        リース料受取時に売上高と 
   売上原価を計上する方法に 
   よっております。 

――――――
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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)

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

 のれんは、原則として５年間で均等

償却しております。

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

 連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金は、手許現金、要求払預金及
び取得日から３ヶ月以内に満期日の到
来する流動性の高い容易に換金可能で
あり、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としてお
ります。

同左
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なお、上記以外は 近の有価証券報告書（平成21年６月26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。 

(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】

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)

（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更）

 当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号）を適用し、評価基準に

ついては、原価法から原価法（収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法）に変更しております。なお、こ

れによる損益に与える影響は軽微であります。

（リース取引に関する会計基準等）
 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、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号 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19年３月30日改正）

を当連結会計年度から適用し、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。  

 リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用

年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

引き続き採用しております。なお、これによる損益に

与える影響は軽微であります。

―――――― 

  

 

  

 

 

――――――
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(注) １ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、電気通信設備・電気設備及び土木に関する建設工事を主とする総合請負業並びにこれら

に関連する事業としての通信建設事業と、コンピュータ、ファックス及び電話機器等を販売する事業として

の情報サービス事業にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

 
３ 配賦不能営業費用及び全社資産はありません。 

４ 「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」に記載のとおり、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）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に比べ、通信建設事業・情報サービス事業とも、損益への影響は軽

微であります。 

  

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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)

通信建設 
事業 

(百万円)

情報サービス
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

41,129 10,784 51,913 － 51,913

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

250 418 668 ( 668) －

計 41,380 11,202 52,582 ( 668) 51,913

  営業費用 38,959 11,199 50,158 ( 678) 49,480

  営業利益 2,420 3 2,423 9 2,433

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 33,889 3,349 37,239 ( 276) 36,962

  減価償却費 1,254 93 1,348 － 1,348

  資本的支出 1,249 57 1,306 － 1,306

事業区分 売上区分 主要な内容

通信建設 
事業

Ｎ 
Ｔ 
Ｔ 
工 
事

所外系 
(ケーブル施設)工事

通信線（光ケーブル等）布設・接続・試験、通信線布設用の
地下管路、マンホール等の工事、情報通信宅内工事の設計・
施工

所内系 
(ネットワーク設備)工事

ＩＰネットワーク設備、電力設備並びにこれらに関連する工
事

 その他工事
ＮＴＴ以外の電気通信事業者、電力会社、官公庁・その他民
間企業等から受注する通信・電力設備等の設計・施工・保守
等

情報サービス事業
サーバー・パソコンを主体としたシステム及びＩＰ－ＰＢ
Ｘ、ＩＰ電話、携帯電話等通信システム並びに周辺機器の提
案・販売・構築、ソフトウェアの開発等
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(注) １ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、電気通信設備・電気設備及び土木に関する建設工事を主とする総合請負業並びにこれら

に関連する事業としての通信建設事業と、コンピュータ、ファックス及び電話機器等を販売する事業として

の情報サービス事業にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

 
３ 配賦不能営業費用及び全社資産はありません。 

４ 会計処理基準等の変更 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４ 会計処理基準に関する事項（４）重要な収

益及び費用の計上基準」に記載のとおり、当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」を適用してお

ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、通信建設事業の売上高が956百万円、営業利益

が22百万円、情報サービス事業の売上高が2百万円、営業利益が0百万円それぞれ増加しております。 

前連結会計年度及び当連結会計年度とも在外連結子会社及び在外支店がないために開示を行って
おりません。 

前連結会計年度及び当連結会計年度とも海外売上高がないために開示を行っておりません。 

  

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)

通信建設 
事業 

(百万円)

情報サービス
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

37,755 10,047 47,803 － 47,803

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

211 417 629 ( 629) －

計 37,967 10,464 48,432 ( 629) 47,803

  営業費用 36,319 10,379 46,698 ( 634) 46,063

  営業利益 1,647 85 1,733 5 1,739

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び 
  資本的支出

  資産 35,252 3,878 39,130 ( 572) 38,558

  減価償却費 1,024 48 1,072 － 1,072

  減損損失 67 － 67 － 67

  資本的支出 2,972 28 3,001 － 3,001

事業区分 売上区分 主要な内容

通信建設 
事業

Ｎ 
Ｔ 
Ｔ 
工 
事

所外系 
(ケーブル施設)工事

通信線（光ケーブル等）布設・接続・試験、通信線布設用の
地下管路、マンホール等の工事、情報通信宅内工事の設計・
施工

所内系 
(ネットワーク設備)工事

ＩＰネットワーク設備、電力設備並びにこれらに関連する工
事

 その他工事
ＮＴＴ以外の電気通信事業者、電力会社、官公庁・その他民
間企業等から受注する通信・電力設備等の設計・施工・保守
等

情報サービス事業
サーバー・パソコンを主体としたシステム及びＩＰ－ＰＢ
Ｘ、ＩＰ電話、携帯電話等通信システム並びに周辺機器の提
案・販売・構築、ソフトウェアの開発等

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２ 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 

(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     (円) 891.59 918.13

１株当たり当期純利益    (円) 48.97 36.08

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益    (円)

－ －

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

当連結会計年度末 
（平成22年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合

計額          (百万円)
24,471 25,199

普通株式に係る純資産額(百万円) 24,021 24,735

差額の主な内訳 

 少数株主持分       (百万円)
449 463

普通株式の発行済株式数 (千株) 27,644 27,644

普通株式の自己株式数  (千株) 701 702

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数   (千株)
26,942 26,941

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)

1,319 972

普通株式に係る当期純利益 
            (百万円)

1,319 972

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

－ －

普通株式の期中平均株式数(千株) 26,943 26,942
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   該当事項はありません。 

下記の注記事項につきましては、決算短信における開示に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。 

   ・連結貸借対照表 
    ・連結損益計算書 
    ・連結株主資本等変動計算書 
    ・連結キャッシュ・フロー計算書 
    ・リース取引 
    ・税効果会計 
    ・金融商品 
    ・有価証券 
    ・退職給付 
    ・賃貸等不動産 

また、下記の注記事項につきましては、該当事項はありません。 

   ・デリバティブ取引 
    ・ストック・オプション等 
    ・企業結合等 
    ・関連当事者情報 

 

 
次期（平成22年４月～平成23年３月）の計画としては、土地・建物等に1,113百万円、機械・運搬具等に

702百万円並びに工具器具・備品に49百万円の合計1,865百万円を予定しております。 

(重要な後発事象)

(開示の省略)

参考資料

（営業収益等の推移） （単位 百万円）

売上高 対前期 
増減率 営業利益 対前期

増減率 経常利益 対前期 
増減率

当期 
純利益

対前期
増減率

平成18年３月期 
（第53期） 48,628 1.4% 1,832 △1.7% 1,945 0.4% 960 △12.5%

平成19年３月期 
（第54期） 51,052 5.0% 2,017 10.1% 2,143 10.2% 1,215 26.5%

平成20年３月期 
（第55期） 52,861 3.5% 2,529 25.4% 2,690 25.5% 1,395 14.8%

平成21年３月期 
（第56期） 51,913 △1.8% 2,433 △3.8% 2,655 △1.3% 1,319 △5.4%

平成22年３月期 
（第57期） 47,803 △7.9% 1,739 △28.5% 1,872 △29.5% 972 △26.3%

（設備投資について） （単位 百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

土地、建物、構築物 557 2,385

機械・運搬具、工具器具備品等 748 616

合計 1,306 3,001

減価償却費 1,348 1,072
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（連結生産、受注及び販売の状況と予想） （単位 百万円）

              期    別 前連結
会計年度

当連結
会計年度 対前年比 次期予想 対前年比

(20.4.1～21.3.31) (21.4.1～22.3.31) 増減 (22.4.1～23.3.31) 増減

工     事     種   別 金額 金額 ％ 金額 ％

売
上
高

通
信
建
設
事
業

Ｎ 
Ｔ 
Ｔ 
工 
事

所外系(ケーブル施設)工事 20,752 19,923 △ 4.0 20,200 1.4

所内系(ネットワーク設備)工事 953 1,034 8.5 1,100 6.4

計 21,706 20,958 △ 3.4 21,300 1.6

 その他工事 19,423 16,797 △ 13.5 18,100 7.8

 情報サービス事業 10,784 10,047 △ 6.8 12,600 25.4

 合計 51,913 47,803 △ 7.9 52,000 8.8

受
注
高

通
信
建
設
事
業

Ｎ 
Ｔ 
Ｔ 
工 
事

所外系(ケーブル施設)工事 19,804 19,245 △ 2.8 19,900 3.4

所内系(ネットワーク設備)工事 1,142 893 △ 21.8 1,100 23.2

計 20,947 20,139 △ 3.9 21,000 4.3

 その他工事 18,642 16,667 △ 10.6 17,900 7.4

 情報サービス事業 10,784 10,047 △ 6.8 12,600 25.4

 合計 50,374 46,854 △ 7.0 51,500 9.9

受
注
残
高

通
信
建
設
事
業

Ｎ 
Ｔ 
Ｔ 
工 
事

所外系(ケーブル施設)工事 2,543 1,865 △ 26.7 1,565 △ 16.1

所内系(ネットワーク設備)工事 270 129 △ 52.2 129 0.0

計 2,814 1,994 △ 29.1 1,694 △ 15.0

 その他工事 2,679 2,549 △ 4.8 2,349 △ 7.8

 合計 5,493 4,544 △ 17.3 4,044 △ 11.0
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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 767 3,042

受取手形 16 9

完成工事未収入金 9,437 9,552

売掛金 8 12

有価証券 19 －

未成工事支出金 2,229 1,130

商品 3 0

材料貯蔵品 160 136

短期貸付金 188 157

前払費用 65 72

繰延税金資産 147 105

その他 209 201

貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 13,253 14,420

固定資産

有形固定資産

建物 5,404 5,435

減価償却累計額 △2,615 △2,792

建物（純額） 2,789 2,643

構築物 698 700

減価償却累計額 △407 △463

構築物（純額） 290 236

機械及び装置 228 239

減価償却累計額 △195 △204

機械及び装置（純額） 32 35

工具器具・備品 774 702

減価償却累計額 △692 △643

工具器具・備品（純額） 81 58

土地 5,160 7,222

リース資産 76 111

減価償却累計額 △9 △28

リース資産（純額） 66 83

建設仮勘定 107 330

有形固定資産合計 8,530 10,610

無形固定資産

リース資産 50 40

電話加入権 28 28

その他 0 1

無形固定資産合計 79 69
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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)

投資その他の資産

投資有価証券 1,748 1,825

関係会社株式 1,265 1,267

関係会社長期貸付金 1,462 1,292

長期前払費用 27 28

繰延税金資産 652 634

その他 117 115

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 5,260 5,150

固定資産合計 13,869 15,831

資産合計 27,123 30,251

負債の部

流動負債

工事未払金 3,525 3,245

買掛金 11 16

短期借入金 4,288 3,264

1年内返済予定の長期借入金 850 300

リース債務 29 36

未払金 124 389

未払費用 610 582

未払法人税等 508 84

未払消費税等 66 67

未成工事受入金 4 28

預り金 46 55

賞与引当金 185 183

工事損失引当金 18 －

その他 1 1

流動負債合計 10,270 8,257

固定負債

長期借入金 350 5,337

リース債務 94 92

再評価に係る繰延税金負債 529 508

退職給付引当金 603 678

長期未払金 145 99

その他 2 2

固定負債合計 1,725 6,719

負債合計 11,995 14,977
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 4,104 4,104

資本剰余金

資本準備金 3,795 3,795

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 3,795 3,795

利益剰余金

利益準備金 441 441

その他利益剰余金

買換資産圧縮積立金 5 5

別途積立金 7,673 8,173

繰越利益剰余金 1,112 727

利益剰余金合計 9,233 9,347

自己株式 △132 △133

株主資本合計 17,000 17,115

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △91 △29

土地再評価差額金 △1,781 △1,811

評価・換算差額等合計 △1,873 △1,840

純資産合計 15,127 15,274

負債純資産合計 27,123 30,251
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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)

売上高

完成工事高 36,939 33,775

商品売上高 114 119

売上高合計 37,053 33,894

売上原価

完成工事原価 34,402 32,070

商品売上原価 106 105

売上原価合計 34,508 32,176

売上総利益

完成工事総利益 2,536 1,704

商品売上総利益 8 13

売上総利益合計 2,545 1,718

販売費及び一般管理費

役員報酬 165 152

従業員給料手当 280 292

賞与引当金繰入額 11 13

退職給付費用 21 20

法定福利費 50 49

福利厚生費 97 47

修繕維持費 56 19

事務用品費 25 14

通信交通費 38 40

動力用水光熱費 15 14

調査研究費 14 14

広告宣伝費 32 26

交際費 8 8

寄付金 0 0

地代家賃 40 43

減価償却費 64 55

租税公課 78 75

保険料 6 7

支払手数料 75 127

雑費 139 147

販売費及び一般管理費合計 1,227 1,171

営業利益 1,317 546
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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)

営業外収益

受取利息 26 17

受取配当金 159 154

受取賃貸料 142 141

その他 111 71

営業外収益合計 440 384

営業外費用

支払利息 55 41

賃貸費用 108 113

その他 10 8

営業外費用合計 174 163

経常利益 1,584 767

特別利益

前期損益修正益 15 4

投資有価証券売却益 21 6

その他 0 0

特別利益合計 38 11

特別損失

前期損益修正損 8 6

固定資産除売却損 216 28

投資有価証券評価損 67 －

減損損失 － 67

その他 6 8

特別損失合計 299 111

税引前当期純利益 1,322 667

法人税、住民税及び事業税 569 260

法人税等調整額 △42 △0

法人税等合計 527 259

当期純利益 795 408
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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 4,104 4,104

当期末残高 4,104 4,104

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 3,795 3,795

当期末残高 3,795 3,795

その他資本剰余金

前期末残高 0 0

当期変動額

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 0 0

資本剰余金合計

前期末残高 3,795 3,795

当期変動額

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 3,795 3,795

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 441 441

当期末残高 441 441

その他利益剰余金

買換資産圧縮積立金

前期末残高 11 5

当期変動額

買換資産圧縮積立金の取崩 △5 △0

当期変動額合計 △5 △0

当期末残高 5 5

別途積立金

前期末残高 7,073 7,673

当期変動額

別途積立金の積立 600 500

当期変動額合計 600 500

当期末残高 7,673 8,173

繰越利益剰余金

前期末残高 1,190 1,112

当期変動額

買換資産圧縮積立金の取崩 5 0

別途積立金の積立 △600 △500

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 795 408

土地再評価差額金の取崩 44 29

当期変動額合計 △78 △385

当期末残高 1,112 727
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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 8,716 9,233

当期変動額

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 795 408

土地再評価差額金の取崩 44 29

当期変動額合計 516 114

当期末残高 9,233 9,347

自己株式

前期末残高 △132 △132

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △132 △133

株主資本合計

前期末残高 16,485 17,000

当期変動額

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 795 408

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 44 29

当期変動額合計 515 114

当期末残高 17,000 17,115

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 137 △91

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △228 62

当期変動額合計 △228 62

当期末残高 △91 △29

土地再評価差額金

前期末残高 △1,737 △1,781

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44 △29

当期変動額合計 △44 △29

当期末残高 △1,781 △1,811

評価・換算差額等合計

前期末残高 △1,600 △1,873

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △273 32

当期変動額合計 △273 32

当期末残高 △1,873 △1,840
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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)

純資産合計

前期末残高 14,884 15,127

当期変動額

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 795 408

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 44 29

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △273 32

当期変動額合計 242 147

当期末残高 15,127 15,274
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該当事項は未定です。 

  

  

6. その他

役員の異動
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