
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年３月期第１四半期  19,065  1.3  64  △60.1  123  △45.9  △157  －

22年３月期第１四半期  18,824  △8.5  160  △75.0  227  △67.4  56  △84.6

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

23年３月期第１四半期  △3 .53  －      

22年３月期第１四半期 1 .28  －      

  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 

23年３月期第１四半期  57,893  43,819  74.2  965 .56 

22年３月期  61,784  44,462  70.5 975 .65 

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 42,970百万円 22年３月期 43,566百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        9 .00 －      11 .00  20 .00 

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  9 .00 －      9 .00  18 .00 

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  41,000  4.0  1,100  △4.7  1,100  △14.2  350  △42.5 7 .84 

通期  94,000  2.2  3,500  12.5  3,600  2.7  2,100  9.3 47 .02 



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規    －社 （社名）                  除外    －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了していません。  

  

※  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予想は、発表日現在において入手している情報に基づき判断した予想であり、実際の

業績は予想と異なる可能性があります。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 44,915,329株 22年3月期 44,915,329株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 411,852株 22年3月期 261,500株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 44,616,098株 22年3月期１Ｑ 44,665,215株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とする新興国の成長や政府の景気対策等によ

り、緩やかな回復基調に転じておりますが、欧州を中心とする金融不安や雇用情勢の悪化など、その回復力は依然

として弱く、引き続き厳しい状況で推移しました。  

 情報通信分野では、次世代通信網のサービスの拡大や自治体による情報通信基盤の整備が広がりを見せる一方

で、通信事業者間の熾烈な競争が展開されたため、情報通信エンジニアリング業界に対してのコストダウン要求は

一層厳しいものとなりました。  

 このような状況のもと、当社グループはお客様である通信事業者のご要望にお応えするため、昨年度から着手し

ました事業構造改革を推進しております。また、通信事業者が提供するサービスを全国規模でサポートできる体制

の構築、高度化・多様化するＩＰネットワーク構築の需要に対応できるための高度専門技術者の育成などに積極的

に取組んでおります。  

 当社グループの連結業績につきましては、受注高は213億59百万円（前年同期比100.9％）、売上高は190億65百

万円（前年同期比101.3％）、営業利益は64百万円（前年同期比39.9％）、経常利益は1億23百万円（前年同期比

54.1％）、投資有価証券評価損の計上もあり、四半期純損失は1億57百万円（前年同期は56百万円の四半期純利

益）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における資産残高は578億93百万円（前連結会計年度末617億84百万円）となりまし

た。受取手形及び売掛金が回収され減少した一方で、現金及び預金や仕掛品などが増加しております。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債残高は140億74百万円（前連結会計年度末173億22百万円）となりまし

た。支払手形及び買掛金などが減少しております。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産残高は438億19百万円（前連結会計年度末444億62百万円）となりま

した。配当金の支払などにより減少しております。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、現時点においては、平成22年５月13日に公表しました業績予想を変更しておりま

せん。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  たな卸資産の評価方法 

 商品及び製品、原材料及び貯蔵品については、当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関して、実地棚

卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定しております。 

  

 税金費用の計算 

 税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、当該見積実効税率を用いて税金費

用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を用いた計算をしております。なお、法人

税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ０百万減少しており、税金等調整前四半期純利益は９百万円減少し

ております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は21百万円であります。  

  

 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間から「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）

及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用

しております。 

 これによる影響はありません。 

  

 企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間から「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

 「固定資産除却損」は営業外費用の総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間では区分掲記す

ることとしました。なお、前第１四半期連結累計期間は、営業外費用の「その他」に０百万円含まれております。

  

（４）継続企業の前提に関する重要事項等の概要 

 該当事項はありません。  

  



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,928 12,168

受取手形及び売掛金 15,393 25,548

商品及び製品 13 18

仕掛品 5,791 3,979

原材料及び貯蔵品 290 276

その他 2,444 2,281

貸倒引当金 △12 △25

流動資産合計 38,848 44,246

固定資産   

有形固定資産   

土地 9,328 7,556

その他（純額） 4,443 4,511

有形固定資産合計 13,772 12,067

無形固定資産 958 888

投資その他の資産 4,314 4,582

固定資産合計 19,045 17,538

資産合計 57,893 61,784

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,912 10,637

短期借入金 77 90

未払法人税等 109 383

賞与引当金 828 1,448

その他の引当金 60 87

その他 1,858 1,276

流動負債合計 10,846 13,924

固定負債   

長期借入金 131 183

再評価に係る繰延税金負債 652 652

退職給付引当金 2,097 2,094

役員退職慰労引当金 140 326

資産除去債務 21 －

その他 184 142

固定負債合計 3,227 3,398

負債合計 14,074 17,322



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,804 3,804

資本剰余金 3,153 3,153

利益剰余金 38,762 39,411

自己株式 △256 △183

株主資本合計 45,463 46,184

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △41 △163

土地再評価差額金 △2,416 △2,416

為替換算調整勘定 △33 △38

評価・換算差額等合計 △2,492 △2,618

少数株主持分 848 895

純資産合計 43,819 44,462

負債純資産合計 57,893 61,784



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 18,824 19,065

売上原価 16,848 17,415

売上総利益 1,976 1,649

販売費及び一般管理費 1,815 1,585

営業利益 160 64

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 23 26

負ののれん償却額 4 0

持分法による投資利益 22 6

その他 18 28

営業外収益合計 71 64

営業外費用   

支払利息 0 1

会員権売却損 1 －

固定資産除却損 － 2

その他 3 1

営業外費用合計 5 5

経常利益 227 123

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 12

負ののれん発生益 － 5

その他 1 0

特別利益合計 6 18

特別損失   

投資有価証券評価損 34 337

特別退職金 4 0

その他 － 55

特別損失合計 38 393

税金等調整前四半期純利益 195 △251

法人税等 130 △83

少数株主損益調整前四半期純利益 － △168

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △10

四半期純利益又は四半期純損失（△） 56 △157



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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