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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 4,668 △0.7 49 ― 63 ― 49 ―

21年3月期 4,702 △9.7 △45 ― △30 ― △30 ―

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 5.83 ― 1.9 1.3 1.1
21年3月期 △3.57 ― △1.1 △0.6 △1.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  22百万円 21年3月期  13百万円

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 5,016 2,693 53.7 317.14
21年3月期 5,176 2,624 50.7 308.98

（参考） 自己資本   22年3月期  2,693百万円 21年3月期  2,624百万円

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 208 9 △29 940
21年3月期 △133 △15 △37 752

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
純資産配当

率第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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 25 51.4 1.0

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 3.00 3.00 42.5

3.  23年3月期の業績予想（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）

 

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

2,385 2.7 0 △100.0 7 △30.8 0 △90.0 0.07

通期 4,917 5.3 62 28.1 74 16.4 60 21.1 7.06
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 8,744,091株 21年3月期 8,744,091株

② 期末自己株式数 22年3月期  251,210株 21年3月期  249,371株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想値と異なる
結果となる可能性があります。 
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①当期の経営成績 
 当事業年度におけるわが国の経済は、政府の景気対策の効果などにより一部に持ち直しの動きがみら
れたものの、企業収益の低迷、設備投資の抑制、雇用環境の悪化、さらにはデフレの進行等により、依
然として厳しい状況が続きました。 
 このような経営環境のもと、当社は永年にわたる情報・通信の事業実績で培った豊富な経験と確かな
情報通信統合の技術力をもって、一段と進展するユビキタスネットワーク情報社会に対して、継続して
市場ニーズに適合したソリューションビジネスの展開を行ってまいりました。 
 この結果、当事業年度における建設事業では、大手・中堅企業のＩＣＴソリューション関連設備工事
等の売上高が当初計画どおりに推移いたしましたが、情報システム事業では独立行政法人を中心とした
公会計システムや社会福祉システムの事業が計画を下回ったことにより、当初計画をやや下回って推移
いたしました。 
 これらの結果、当事業年度の業績は、受注高は44億76百万円（前期比5.7％減）、売上高は46億68百
万円（前期比0.7％減）となりました。利益面では、営業利益49百万円（前期営業損失45百万円）、経
常利益は63百万円（前期経常損失30百万円）となり、当期純利益につきましては49百万円（前期当期純
損失30百万円）となりました。 
 事業の部門別の業績は次のとおりであります。 
  
〔建設事業部門〕 
 当部門は、ＩＰネットワークの提供で企業のネットワークインフラの設計・提案・構築とサポートサ
ービスを行っており、大手・中堅企業の全国ネットワーク構築や地方自治体のネットワーク構築及びセ
キュリティ関連システムなどのソリューション提案による拡販に積極的に注力いたしました。 
 その結果、受注高は33億31百万円（前期比9.6％減）となり、完成工事高は36億４百万円（前期比
0.5％減）となりました。 
  
〔情報システム事業部門〕 
 当部門は、自社ブランドのパッケージソフト開発と販売、一般企業や独立行政法人・社会福祉法人向
け等のシステム開発及びセキュリティ関連ビジネスとハード、ソフトのサポートサービスを行ってお
り、独立行政法人・公益法人向け財務会計ソフト「見える会計」、社会福祉法人向けソフト「リョーシ
ンハートフルシステム」等自社開発パッケージソフトの提案やセキュリティ関連システム提案等ソリュ
ーションビジネスを積極的に展開いたしました。 
 その結果、受注高は10億75百万円（前期比7.8％増）となり、売上高は９億95百万円（前期比2.2％
減）となりました。 
  
〔不動産賃貸事業部門〕 
 当部門は、不動産の賃貸を事業としております。 
 当部門の売上高は69百万円（前期比11.8％増）となりました。 
  
②次期の見通し 
 今後の経済環境は、依然として内需主導による景気回復の動向は弱く、引き続き先行き不透明な状況
が続くものと思われます。 
 このような環境においても、ユビキタスネットワーク情報社会に対し、高度な技術開発とニュービジ
ネスモデルの創造等により、お客様にとって付加価値の高いソリューション提案によるビジネスを継続
して展開してまいります。 
 次期の見通しにつきましては、建設事業では、大手・中堅企業のＩＣＴソリューション関連設備工事
のソリューションビジネスを積極的に推進し、情報システム事業では独立行政法人や公益法人等を中心
とした公会計システムや社会福祉システム等の拡販に注力してまいります。 
 このようにして、売上高は49億17百万円（前期比5.3％増）を予定しております。また、利益につき
ましては、営業利益62百万円（前期比28.1％増）、経常利益74百万円（前期比16.4％増）、当期純利益
につきましては60百万円（前期比21.1％増）を予定しております。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 
 当事業年度末の総資産合計は、50億16百万円（前事業年度末は51億76百万円）となり、１億60百万円
減少いたしました。これは主として、売上債権の減少によります。 
 当事業年度末の負債合計は23億22百万円（前事業年度末は25億51百万円）となり、２億28百万円減少
いたしました。これは主に仕入債務の減少によります。 
 当事業年度末の純資産合計は、26億93百万円（前事業年度末は26億24百万円）となり、68百万円増加
いたしました。主な要因は、利益剰余金の増加によります。 
  
②キャッシュ・フローの状況 
 当事業年度末における現金及び現金同等物は、９億40百万円と前事業年度末に比べ１億87百万円の増
加となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が63百万円であり、売上債権が３億92百万
円、仕入債務が２億23百万円減少したこと等により、結果として２億８百万円の増加となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、リース投資資産の回収による収入29百万円や有形固定資産の
取得による支出６百万円があったこと等により、９百万円の増加となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出29百万円があったこと等によ
り、29百万円の減少となりました。 

  

(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／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 

※平成20年３月期より非連結決算となったことから、平成19年３月期以前の各指標は連結ベースの財務 

 数値により、平成20年３月期以降は個別(非連結)の財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株式終値×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。 

※キャッシュ・フローはキャッシュ・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。有利子負債は貸借対照表上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、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。 

※平成20年３月期及び平成21年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債及びインタレスト・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(％) 48.9 53.6 49.9 50.7 53.7

時価ベースの自己資本比率
(％)

29.2 30.0 24.6 17.7 23.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

1.4 0.7 ─ ─ 1.3

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

26.6 57.7 ─ ─ 35.1
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 株主に対する利益還元は企業の基本的責務であり、配当額の決定は経営の重要施策のひとつと認識し
ており、安定的な配当継続を重視して株主への利益還元に努めておりますが、同時に、経済環境の変化
に備えた財務体質の強化、ならびに将来の事業展開のための内部留保の充実にも十分留意する必要があ
ると考えております。 
 当期末の配当金につきましては、１株につき３円を予定しております。 
 次期における配当金につきましては、期末配当金として１株当たり３円を予定しております。 

  

 当社は、情報通信システム事業を主業とし、情報と通信の両分野の技術を持つ強みを生かし、建設事
業部門では大手・中堅企業や官公庁の情報通信ネットワークの企画・提案・設計・構築及びサポートサ
ービスまでをオールインワンでトータルにサポートし、また、情報システム事業部門では、自社ブラン
ドのパッケージソフト開発と販売、一般企業や独立行政法人・社会福祉法人向けシステム開発とハード
とソフトのサポートサービスを行っています。 
 これらの市場は競合他社も多く、計画どおりの受注・売上が達成できない場合には、当社の業績が影
響を受ける可能性があります。 
 また、自社ブランドパッケージソフトの新たな開発やバージョンアップに伴う開発費用が発生し、収
益が悪化した場合には、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

  

 最近の有価証券報告書（平成21年６月29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

2. 企業集団の状況
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当社は、「当社の全ての技術を結集し、お客様に満足される情報通信ネットワークソリューションを
提供することにより、社会に貢献する」を経営理念としております。 
 当社は、進展を続けるユビキタスネットワーク情報社会において、情報と通信の両分野の技術を持つ
強みを生かし、常に最新の情報通信技術を駆使して、情報通信ネットワークの企画・提案・設計・構築
及びサポートサービスまでをオールインワンでトータルにサポートし、また、高度な技術開発とニュー
ビジネスモデルの創造、新製品の開発を通して、市場ニーズに適合したソリューションビジネスを積極
的に展開してまいります。 

  

当社は、常に経営効率の改善を念頭に置き、利益体質を確立し、継続的・安定的な収益の確保をする
ため、売上高及び営業利益、経常利益の拡大を図るとともに、営業利益率・経常利益率の向上を目標に
しております。 

  

今後の経営戦略につきましては、進展を続けるユビキタスネットワーク情報社会において、当社は情
報と通信の両分野の技術を持つ強みを生かし、市場ニーズに適合した高度な技術開発とニュービジネス
モデルの創造、新製品の開発を通して、ソリューションビジネスの積極的な展開を進め、業績の向上を
目指してまいります。 
 また、お客様に安心してシステムをご利用いただけるよう、コンタクトセンターによる２４時間３６
５日ワンストップで、お客様を総合的に、しかも全国拠点展開でサポートし、更に施工情報のシステム
化・ＣＡＤ化を推進し、より一層のサービスの質的向上と充実に努め顧客満足度向上を目指してまいり
ます。 
 今後は、次世代ネットワーク（ＮＧＮ）を情報社会基盤としたユビキタス情報社会がますます発展
し、当社の事業はより一層の市場拡大が見込まれ、経営資源の集中・効率化により業績の向上に邁進い
たします。 

  

今後の経済環境は、依然として内需主導による景気回復の動向は弱く、引き続き先行き不透明な状況
が続くものと思われます。 
 このような環境においても、進展を続けるユビキタスネットワーク情報社会において、市場ニーズに
適合した高度な技術開発とニュービジネスモデルの創造、新製品の開発を行うことにより、お客様のニ
ーズに合ったソリューションビジネスを展開してまいります。 
 このようにして、強固な受注基盤の実現を図ると共に、事業効率向上のための組織改革や人材の育
成、業務改革を継続して実施し、経営の効率化を高め業績の向上に資する所存であります。 

  

該当事項につきましては、別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記
載のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

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) 会社の対処すべき課題

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

(6) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【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  1,052,342 ※１  1,237,238

受取手形 29,802 75,950

完成工事未収入金 1,069,881 648,812

売掛金 280,102 252,854

未成工事支出金 156,896 123,319

仕掛品 37,583 40,109

材料貯蔵品 2,048 7,118

前払費用 13,196 12,977

その他 36,047 57,405

貸倒引当金 △3,366 △920

流動資産合計 2,674,536 2,454,866

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,499,556 1,500,990

減価償却累計額 △962,623 △996,909

建物（純額） 536,933 504,080

構築物 62,809 62,809

減価償却累計額 △59,450 △60,252

構築物（純額） 3,359 2,557

工具器具・備品 149,776 151,074

減価償却累計額 △131,243 △137,024

工具器具・備品（純額） 18,532 14,049

土地 ※１  1,520,934 ※１  1,520,934

有形固定資産合計 2,079,759 2,041,623

無形固定資産   

電話加入権 8,085 8,050

水道施設利用権 1,699 1,484

無形固定資産合計 9,784 9,535

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１  317,379 ※１  347,660

関係会社株式 2,000 2,000

出資金 970 970

従業員に対する長期貸付金 480 2,910

破産更生債権等 8,721 11,124

長期前払費用 2,021 2,081

リース投資資産 － 73,632

差入保証金 － 50,615

その他 92,684 31,199

貸倒引当金 △12,201 △12,145

投資その他の資産合計 412,056 510,048

固定資産合計 2,501,600 2,561,206

資産合計 5,176,137 5,016,073

神田通信機㈱（1992）　平成22年３月期　決算短信（非連結）

－ 7 －



(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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 194,510 135,507

工事未払金 ※１  576,693 ※１  488,729

買掛金 ※１  233,852 ※１  155,618

短期借入金 ※１  265,000 ※１  265,000

リース債務 4,952 29,742

未払金 36,136 37,213

未払費用 48,663 47,902

未払法人税等 19,884 20,181

未払消費税等 40,868 39,647

未成工事受入金 35,215 36,494

前受金 28,151 26,391

預り金 29,961 28,087

賞与引当金 102,600 108,400

役員賞与引当金 － 8,650

その他 4,984 4,890

流動負債合計 1,621,474 1,432,457

固定負債   

リース債務 21,927 73,632

繰延税金負債 4,581 13,388

退職給付引当金 815,093 726,386

長期未払金 58,267 56,067

その他 30,104 20,733

固定負債合計 929,973 890,209

負債合計 2,551,448 2,322,667

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,310,825 1,310,825

資本剰余金   

資本準備金 328,000 328,000

その他資本剰余金 759,149 759,084

資本剰余金合計 1,087,149 1,087,084

利益剰余金   

利益準備金 4,310 4,310

その他利益剰余金   

別途積立金 216,500 216,500

繰越利益剰余金 89,598 139,130

利益剰余金合計 310,408 359,940

自己株式 △67,260 △67,451

株主資本合計 2,641,121 2,690,398

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,432 3,007

評価・換算差額等合計 △16,432 3,007

純資産合計 2,624,688 2,693,406

負債純資産合計 5,176,137 5,016,073
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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) 

売上高   

完成工事高 3,621,840 3,604,064

情報システム事業売上高 1,018,250 995,695

不動産賃貸事業売上高 61,915 69,204

売上高合計 4,702,006 4,668,964

売上原価   

完成工事原価 2,709,498 2,695,614

情報システム事業売上原価 ※１  762,399 762,449

不動産賃貸事業売上原価 33,058 36,739

売上原価合計 3,504,957 3,494,804

売上総利益   

完成工事総利益 912,341 908,449

情報システム事業売上総利益 255,850 233,245

不動産賃貸事業売上総利益 28,856 32,464

売上総利益合計 1,197,049 1,174,159

販売費及び一般管理費   

役員報酬 84,793 87,599

従業員給料手当 571,924 570,784

賞与引当金繰入額 48,068 51,675

役員賞与引当金繰入額 － 8,650

退職給付費用 58,648 34,170

役員退職慰労引当金繰入額 4,175 －

法定福利費 74,991 72,553

福利厚生費 41,407 28,484

修繕維持費 18,139 7,426

事務用品費 58,327 38,384

通信交通費 59,855 57,961

水道光熱費 9,680 7,697

広告宣伝費 15,088 12,393

貸倒引当金繰入額 － 1,438

交際費 14,073 12,813

寄付金 202 330

地代家賃 44,980 48,294

減価償却費 16,125 14,259

租税公課 8,598 8,219

保険料 6,356 6,283

雑費 107,357 55,624

販売費及び一般管理費合計 1,242,796 1,125,045

営業利益又は営業損失（△） △45,747 49,114

神田通信機㈱（1992）　平成22年３月期　決算短信（非連結）

－ 9 －



(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) 

営業外収益   

受取利息 2,953 －

受取配当金 10,378 9,436

受取手数料 6,033 6,816

その他 6,373 5,277

営業外収益合計 25,739 21,530

営業外費用   

支払利息 7,345 5,961

固定資産除却損 2,244 －

その他 1,000 701

営業外費用合計 10,591 6,662

経常利益又は経常損失（△） △30,598 63,981

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,370 －

確定拠出年金移行益 13,569 －

特別利益合計 14,940 －

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △15,658 63,981

法人税、住民税及び事業税 14,700 14,448

法人税等調整額 － －

法人税等合計 14,700 14,448

当期純利益又は当期純損失（△） △30,358 49,532
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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 1,310,825 1,310,825

当期末残高 1,310,825 1,310,825

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 328,000 328,000

当期末残高 328,000 328,000

その他資本剰余金   

前期末残高 759,366 759,149

当期変動額   

自己株式の処分 △217 △64

当期変動額合計 △217 △64

当期末残高 759,149 759,084

資本剰余金合計   

前期末残高 1,087,366 1,087,149

当期変動額   

自己株式の処分 △217 △64

当期変動額合計 △217 △64

当期末残高 1,087,149 1,087,084

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 4,310 4,310

当期末残高 4,310 4,310

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 216,500 216,500

当期末残高 216,500 216,500

繰越利益剰余金   

前期末残高 145,445 89,598

当期変動額   

剰余金の配当 △25,489 －

当期純利益又は当期純損失（△） △30,358 49,532

当期変動額合計 △55,847 49,532

当期末残高 89,598 139,130

利益剰余金合計   

前期末残高 366,255 310,408

当期変動額   

剰余金の配当 △25,489 －

当期純利益又は当期純損失（△） △30,358 49,532

当期変動額合計 △55,847 49,532

当期末残高 310,408 359,940
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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 △67,186 △67,260

当期変動額   

自己株式の取得 △452 △315

自己株式の処分 378 124

当期変動額合計 △74 △190

当期末残高 △67,260 △67,451

株主資本合計   

前期末残高 2,697,261 2,641,121

当期変動額   

剰余金の配当 △25,489 －

当期純利益又は当期純損失（△） △30,358 49,532

自己株式の取得 △452 △315

自己株式の処分 160 60

当期変動額合計 △56,140 49,277

当期末残高 2,641,121 2,690,398

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 90,122 △16,432

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △106,554 19,439

当期変動額合計 △106,554 19,439

当期末残高 △16,432 3,007

評価・換算差額等合計   

前期末残高 90,122 △16,432

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △106,554 19,439

当期変動額合計 △106,554 19,439

当期末残高 △16,432 3,007

純資産合計   

前期末残高 2,787,383 2,624,688

当期変動額   

剰余金の配当 △25,489 －

当期純利益又は当期純損失（△） △30,358 49,532

自己株式の取得 △452 △315

自己株式の処分 160 60

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △106,554 19,439

当期変動額合計 △162,694 68,717

当期末残高 2,624,688 2,693,406
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △15,658 63,981

減価償却費 47,923 43,506

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,375 △2,501

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,400 5,800

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,720 8,650

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,984 △88,706

受取利息及び受取配当金 △13,331 △10,641

支払利息 7,345 5,961

有形固定資産除却損 2,244 －

売上債権の増減額（△は増加） 28,394 392,527

たな卸資産の増減額（△は増加） 157 25,981

仕入債務の増減額（△は減少） △144,849 △223,204

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,279 △1,221

その他の資産の増減額（△は増加） △7,434 △5,566

その他の負債の増減額（△は減少） 12,074 △3,736

小計 △129,896 210,829

利息及び配当金の受取額 13,341 10,909

利息の支払額 △7,819 △5,940

法人税等の支払額 △9,093 △7,522

営業活動によるキャッシュ・フロー △133,467 208,275

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 △559,646 △556,665

定期預金の払戻による収入 559,628 559,646

有形固定資産の取得による支出 △12,697 △6,437

投資有価証券の取得による支出 △2,598 △2,093

リース投資資産の回収による収入 － 29,291

その他の支出 △3,134 △15,274

その他の収入 2,660 1,016

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,788 9,483

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） △10,000 －

リース債務の返済による支出 △2,358 △29,453

配当金の支払額 △25,311 △84

自己株式の処分による収入 160 60

自己株式の取得による支出 △452 △315

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,962 △29,793

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △187,217 187,965

現金及び現金同等物の期首残高 939,816 752,598

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  752,598 ※１  940,564
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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

重要な会計方針

項目
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)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1)関連会社株式

 移動平均法による原価法

(1)関連会社株式

同左

(2)その他有価証券

 時価のあるもの

  事業年度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)

 時価のないもの

   移動平均法による原価法

(2)その他有価証券

 時価のあるもの

  同左

   

  

 

 時価のないもの

    同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 

(1)未成工事支出金 個別法による原価
法

(2)仕掛品
個別法による原価
法

(3)材料貯蔵品 移動平均法による
原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方
法)  

(1)未成工事支出金  同左 
 

(2)仕掛品
 同左 
 

(3)材料貯蔵品  同左 
 

(会計方針の変更) 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」(企業会計基準委員

会 平成18年７月５日 企業会計基準

第９号)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

による簿価切下げの方法)に変更して

おります。 

 なお、これに伴う損益への影響はあ

りません。

――――――――――

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産(リース資産を除く) 

 定率法。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

(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。

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

同左

(3)リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零として算定する方法によってお

ります。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のものについ

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

(3)リース資産

同左
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項目
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)

４ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 債権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、貸倒懸念債権及び破産更生債権

については個別に回収可能性を検討

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。

(2)賞与引当金

同左

(3)役員賞与引当金 

 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)受注工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、当事

業年度末における未引渡工事のうち損

失が発生すると見込まれ、かつ、損失

額を合理的に見積ることが可能な工事

について、当該損失見積額を計上して

おります。

(4)受注工事損失引当金

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

事業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、当事業年

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。 

 数理計算上の差異については、発生

の翌事業年度に費用処理しておりま

す。

(5)退職給付引当金

同左

(追加情報) 

 当社は、平成20年４月１日付で適格

退職年金制度を廃止し、退職一時金制

度の一部について確定拠出年金制度へ

移行し、「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号）を適用しております。 

 本移行に伴う損益への影響額は、特

別利益として13,569千円計上しており

ます。

――――――――――
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項目
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)

(6)役員退職慰労引当金

―――――――――― 

  

 

  

 

――――――――――

(追加情報) 

 従来、役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しておりましたが、平成20年６

月27日開催の第71期定時株主総会をも

って役員退職慰労金制度を廃止いたし

ました。 

 なお、制度廃止時までの在任期間に

対応する退職慰労金を同定時株主総会

で打ち切り支給することを決議し、各

取締役及び各監査役の退任時に支給す

ることといたしました。 

 これに伴い、役員退職慰労引当金は

全額取崩し、固定負債「長期未払金」

に計上しております。

５ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び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

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

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、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

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)

(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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より、「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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものに

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

 また、これに伴う損益に与える影響はありません。

────────────

──────────── 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

──────────── 

  

 

 

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準) 

 請負工事に係る収益の計上基準につきましては、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

当事業年度から適用し、当事業年度に着手した工事契約

から、当事業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。 

 なお、この変更に伴う損益への影響はありません。

(退職給付引当金) 

 当事業年度より、「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、この変更に伴う損益への影響はありません。
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表示方法の変更

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)

────────────

  
  
 
  
 

(損益計算書)

 「受取利息」は営業外収益総額の100分の10を超え
たため、区分掲記しております。なお、前事業年度は
「その他」に2,319千円含まれております。 
  
 

 
  
 
  
 

────────────

(貸借対照表)

投資その他の資産の「リース投資資産」及び「差入
保証金」は、資産総額の100分の1を超えたため、区分
掲記しております。なお、前事業年度は「その他」に
「リース投資資産」21,927千円、「差入保証金」
51,093千円が含まれております。

(損益計算書)

１．前事業年度において、区分掲記しておりました営業
外収益の「受取利息」は、営業外収益総額の100分の
10以下となったため、当事業年度においては「その
他」に含めて表示しております。なお、当事業年度に
おける計上額は1,205千円であります。

２．前事業年度において、区分掲記しておりました営業
外費用の「固定資産除却損」は、営業外費用総額の
100分の10以下となったため、当事業年度においては
「その他」に含めて表示しております。なお、当事業
年度における計上額は55千円であります。

(キャッシュ・フロー計算書)

１．前事業年度において、区分掲記しておりました営業
活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産除却
損」は、重要性が減少したため、当事業年度において
は「その他の資産の増減額（△は増加）」に含めて表
示しております。なお、当事業年度の「有形固定資産
除却損」は55千円であります。

２．前事業年度において投資活動によるキャッシュ・フ
ローの「その他の収入」に含めておりました「リース
投資資産の回収による収入」は、重要性が増したた
め、区分掲記しております。なお、前事業年度の「リ
ース投資資産の回収による収入」は2,358千円であり
ます。

追加情報

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)

──────────── 

  

 

  

 

(金融商品関係) 

 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。

(賃貸等不動産関係) 

 当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関

する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28

日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20

年11月28日）を適用しております。
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 （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請求による増加    3,098株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の買増請求による減少    1,400株 

  

該当事項はありません。 
  

 
  

該当事項はありません。 

財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

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)

 

※１ 継続的商品供給契約に基づく担保

 定期預金 3,000千円

 土地 2,279千円

 投資有価証券 68,240千円

上記に対応する債務

 工事未払金等 384,087千円

   金銭消費貸借契約に基づく担保

 定期預金 235,000千円

上記に対応する債務

 短期借入金 235,000千円

 

※１ 継続的商品供給契約に基づく担保

定期預金 ─千円

土地 2,279千円

投資有価証券 71,250千円

上記に対応する債務

工事未払金等 327,820千円

   金銭消費貸借契約に基づく担保

定期預金 235,000千円

上記に対応する債務

短期借入金 235,000千円

(損益計算書関係)

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)

※１ 情報システム事業売上原価に含まれる研究開発費

の総額は、10,956千円であります。

        ──────────

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(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 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 8,744,091 ─ ─ 8,744,091

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 247,673 3,098 1,400 249,371

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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

(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 25,489 3 平成20年３月31日 平成20年６月30日

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  

 
  

   
（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請求による増加    2,302株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少      463株 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

 
  

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 8,744,091 ─ ─ 8,744,091

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 249,371 2,302 463 251,210

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

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 利益剰余金 25,478 3 平成22年３月31日 平成22年６月30日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

 現金預金 1,052,342千円

 預入期間が３ヵ月を超える
 定期預金

△299,646千円

 別段預金 △96千円

 現金及び現金同等物 752,598千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金預金 1,237,238千円

預入期間が３ヵ月を超える
 定期預金

△296,665千円

別段預金 △8千円

現金及び現金同等物 940,564千円
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(注)１株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

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、金融商品、有価証券、退職給付、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と考えられるため開示を
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、企業結合等につきましては、該当事項があ
りません。 

(持分法損益等)

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)

１ 関連会社に関する事項

  関連会社に対する投資の金額

１ 関連会社に関する事項

  関連会社に対する投資の金額

2,000千円 2,000千円

  持分法を適用した場合の投資の金額   持分法を適用した場合の投資の金額

170,143千円 191,009千円

  持分法を適用した場合の投資利益の金額   持分法を適用した場合の投資利益の金額

13,688千円 22,466千円

２ 開示対象特別目的会社に関する事項

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

２ 開示対象特別目的会社に関する事項

同左

(１株当たり情報)

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)

 １株当たり純資産額 308.98円 １株当たり純資産額 317.14円

 １株当たり当期純損失 3.57円 １株当たり当期純利益 5.83円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、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。

項目
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)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △ 30,358 49,532

普通株式に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
(千円) △ 30,358 49,532

期中平均株式数(千株) 8,494 8,493

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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①代表者の異動 

  該当事項はありません。 

②その他の役員の異動（平成22年６月29日付予定） 

  １．新任取締役及び新任監査役候補 

     新任取締役候補 

      取締役 情報統括支店長     廣瀬 孝（現 情報統括支店長） 

     新任監査役候補 

      常勤監査役  佐藤 滋 （現 常務取締役事業企画本部長） 

      監査役(社外) 橋本 光 （現 ＩＭＶ（株）監査役） 

      監査役(社外) 益 信治（現 弁護士） 

  

  ２．昇任取締役候補 

      常務取締役 技術開発本部長   矢島 廣（現 取締役技術開発本部長） 

  

  ３．退任予定取締役及び退任予定監査役 

     退任予定取締役 

      常務取締役 事業企画本部長   佐藤 滋 

     退任予定監査役 

      常勤監査役  岩田 利明（顧問 就任予定） 

      監査役(社外) 伊藤 益次郎 

      監査役(社外) 江川 勝  

  

 
(注)金額には消費税等は含まれておりません。 

5. その他

(1) 役員の異動

(2) 部門別売上高及び受注の状況

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)

増  減

区 分 金額（千円）
構成比 

（％）
金額（千円）

構成比 

（％）
金額（千円）

率 

（％）

受
注
高

建設事業部門 3,685,566 77.7 3,331,898 74.4 △353,667 △9.6

情報システム事業部門 997,544 21.0 1,075,107 24.0 77,563 7.8

不動産賃貸事業部門 61,915 1.3 69,204 1.6 7,289 11.8

合 計 4,745,026 100.0 4,476,211 100.0 △268,815 △5.7

売
上
高

建設事業部門 3,621,840 77.0 3,604,064 77.2 △17,776 △0.5

情報システム事業部門 1,018,250 21.7 995,695 21.3 △22,554 △2.2

不動産賃貸事業部門 61,915 1.3 69,204 1.5 7,289 11.8

合 計 4,702,006 100.0 4,668,964 100.0 △33,042 △0.7

受
注
残
高

建設事業部門 912,059 85.1 639,894 72.8 △272,165 △29.8

情報システム事業部門 159,100 14.9 238,512 27.2 79,412 49.9

不動産賃貸事業部門 ─ ─ ─ ─ ─ ─

合 計 1,071,160 100.0 878,407 100.0 △192,752 △18.0
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