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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 12,728 △8.7 △123 ― △96 ― 69 ―
22年3月期第2四半期 13,942 △2.6 △382 ― △367 ― △425 ―

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2四半期 4.38 ―
22年3月期第2四半期 △26.78 ―

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2四半期 13,947 7,649 54.8 481.44
22年3月期 16,762 7,714 46.0 485.56

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  7,649百万円 22年3月期  7,714百万円

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   

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 6.00 6.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

通期 30,470 △2.3 670 965.9 687 578.9 605 ― 38.08



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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の開示時点において，金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 16,905,000株 22年3月期  16,905,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,017,148株 22年3月期  1,016,108株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 15,888,601株 22年3月期2Q  15,890,035株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業収益や設備投資などは改善に向けた動きがみられたも

のの、円高による輸出の鈍化やデフレの進行などの影響により、依然として厳しい状況で推移しました。 

 情報通信分野においては、光化、ＩＰ化を中心としたブロードバンド通信サービスの進展に伴い、映像系新サー

ビスの拡大や、地方自治体による地域情報化（ＩＲＵ方式）対応などのインフラ整備後のサービスに対し、通信事

業者間の競争はより厳しいものとなりました。 

 このような状況下で、当社グループは業績の回復に向け、施工効率の向上や各種コストの適正化に取り組んでま

いりましたが、受注高は計画を上回ったものの、売上高は前期からの繰越し工事が低調であったことや、下期への

工事繰延べなどにより、主力である情報通信インフラ関連工事及び一般情報通信サービス関連工事共に計画を下回

り、昨年度末に実施した希望退職等一連の施策効果は認められたものの、売上高の減少を補うコスト水準までに至

りませんでした。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は16,198百万円（前年同期比0.5％増）、

売上高は12,728百万円（前年同期比8.7％減）、営業損失は123百万円（前年同期営業損失382百万円）、経常損失

は96百万円（前年同期経常損失367百万円）、当期純利益は69百万円（前年同期純損失425百万円）となりました。

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、13,947百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,814百万円の

減少となりました。その主な要因は、資産につきましては売上債権の減少3,103百万円等であり、負債につきまし

ては、仕入債務の減少533百万円、未払金の減少1,175百万円及び短期借入金の減少1,200百万円等であります。ま

た純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ65百万円減少し7,649百万円となり、自己資本比率は54.8％と

なりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における業績を踏まえ第３四半期においては、下期繰延べ工事を含めた工事完成の促

進や各種コストの適正化などをさらに強化し、計画利益の確保に努めたいと考えております。 

 平成22年11月２日に平成23年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想の修正を公表しておりますが、

通期業績予想につきましては、公表の予想数値に変更はございません。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られる場合は、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

  当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関して

は、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっておりま

す。  

③ 経過勘定項目の算定方法 

  合理的な算定方法による既算額で計上する方法によっております。 

④ 固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

⑤ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合は、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。  

  

（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変更 

  当第１四半期連結会計期間より、「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。 

  これによる損益への影響はありません。 

  

 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２四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。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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   

現金預金 450,033 457,629

受取手形・完成工事未収入金 4,910,552 8,013,872

未成工事支出金 2,744,020 1,863,220

材料貯蔵品 137,475 93,531

繰延税金資産 289,464 181,566

その他 272,156 377,131

貸倒引当金 △3,487 △6,952

流動資産合計 8,800,216 10,979,999

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,403,559 1,557,698

機械・運搬具（純額） 53,746 70,333

土地 1,863,545 1,994,989

その他（純額） 119,126 150,802

有形固定資産計 3,439,978 3,773,823

無形固定資産   

その他 182,099 211,505

無形固定資産計 182,099 211,505

投資その他の資産   

投資有価証券 407,401 447,424

繰延税金資産 1,072,914 1,295,690

その他 58,378 73,491

貸倒引当金 △13,544 △19,916

投資その他の資産計 1,525,150 1,796,690

固定資産合計 5,147,228 5,782,019

資産合計 13,947,444 16,762,019

負債の部   

流動負債   

工事未払金 2,252,669 2,785,857

短期借入金 649,638 1,850,000

未払金 － 1,198,641

未払法人税等 30,114 27,596

未成工事受入金 255,964 53,818

賞与引当金 215,875 185,634

完成工事補償引当金 15,898 16,017

受注損失引当金 47,738 19,418

その他 306,850 391,757

流動負債合計 3,774,749 6,528,742



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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) 

固定負債   

退職給付引当金 2,370,445 2,359,570

役員退職慰労引当金 128,578 130,215

その他 24,599 28,565

固定負債合計 2,523,624 2,518,351

負債合計 6,298,374 9,047,094

純資産の部   

株主資本   

資本金 909,750 909,750

資本剰余金 306,531 306,531

利益剰余金 6,633,530 6,659,325

自己株式 △159,730 △159,568

株主資本合計 7,690,081 7,716,038

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △41,011 △1,113

評価・換算差額等合計 △41,011 △1,113

純資産合計 7,649,070 7,714,925

負債純資産合計 13,947,444 16,762,019



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

完成工事高 13,942,323 12,728,992

完成工事原価 13,357,911 11,975,928

完成工事総利益 584,412 753,064

販売費及び一般管理費 966,657 876,641

営業損失（△） △382,244 △123,577

営業外収益   

受取利息 413 287

受取配当金 7,675 8,311

受取手数料 2,528 2,069

受取保険料 3,307 5,665

その他 4,058 13,245

営業外収益合計 17,984 29,579

営業外費用   

支払利息 2,747 2,548

その他 91 68

営業外費用合計 2,839 2,616

経常損失（△） △367,099 △96,614

特別利益   

有形固定資産売却益 20 263,239

ゴルフ会員権売却益 － 918

退職給付制度改定益 － 80,881

貸倒引当金戻入額 3,899 981

特別利益合計 3,920 346,020

特別損失   

有形固定資産売却損 143 3

有形固定資産除却損 412 16,954

減損損失 － 32,309

特別損失合計 556 49,267

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△363,734 200,138

法人税、住民税及び事業税 13,473 15,596

法人税等調整額 49,244 115,001

法人税等合計 62,718 130,598

少数株主損益調整前四半期純利益 － 69,539

少数株主損失（△） △937 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △425,515 69,539



 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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