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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 10,657 2.5 54 △31.2 96 △17.4 31 △76.7

22年3月期第2四半期 10,396 △12.9 79 △53.1 116 △51.0 133 △39.3

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 2.41 ―

22年3月期第2四半期 10.20 ―

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 15,500 8,196 52.8 635.46
22年3月期 17,449 8,379 47.9 646.79

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,188百万円 22年3月期  8,362百万円

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 ― 10.00 10.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 10.00

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  有  
 

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 25,000 0.8 450 △5.4 520 △9.3 300 4.0 23.24



(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き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、実際の業績とは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 13,428,000株 22年3月期  13,428,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  541,938株 22年3月期  499,500株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 12,911,361株 22年3月期2Q 13,042,300株



○添付資料の目次 

 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報･････････････････････････････････････････２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報･･･････････････････････････････････････････････２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報･･･････････････････････････････････････････････２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報･･･････････････････････････････････････････････２ 

２．その他の情報･･･････････････････････････････････････････････････････････････････３ 

（１）重要な子会社の異動の概要･････････････････････････････････････････････････････３ 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要･･･････････････････････････････････････３ 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要･････････････････････････････････４ 

３．四半期連結財務諸表･････････････････････････････････････････････････････････････５ 

（１）四半期連結貸借対照表･････････････････････････････････････････････････････････５ 

（２）四半期連結損益計算書･････････････････････････････････････････････････････････７ 

（３）継続企業の前提に関する注記･･･････････････････････････････････････････････････８ 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記･････････････････････････････････８ 

４．補足情報･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････９ 

四半期連結受注高及び完成工事高の状況･････････････････････････････････････････９ 

 

 

日本電通㈱（1931） 平成23年3月期第2四半期決算短信

－1－



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、持ち直しの兆しが一部に見られたものの、米欧景

気の先行き懸念、通貨安競争の煽りを受けた円高へのリスク、個人消費の低迷、デフレ懸念等が依然と

して続いており、先行きに対する不透明感から国内での設備投資が抑制されるなど、一進一退の踊り場

的な状況で推移しております。 

  当社グループの主な事業領域であります情報通信分野におきましては、企業のＩＴ投資の抑制が続く

中で光アクセスを活用したブロードバンドのさらなる拡大が期待されており、ユビキタスネットワーク

社会の実現に向け次世代ネットワーク（ＮＧＮ）の構築、次世代移動通信方式の導入等への取り組み、

また一方では、クラウドコンピューティングの導入へ向けた検討が加速するなど新たなサービス提供が

活発化しております。 

  このような状況のもと、当社グループといたしましては、子会社を含めた二事業グループ及び管理部

門の責任体制を明確にし、期初より受注の拡大、ＬＡＮ及びＦＴＴＨへの取り組み強化、原価低減、経

費節減、人材の育成を図っているところであります。 

 当第２四半期連結累計期間の経営成績は、受注高は116億41百万円（前年同期比4.3％増）、売上高は

106億57百万円（前年同期比2.5％増）といずれも増加致しました。  

  一方損益面につきましては、原価低減、経費節減に努めたものの、受注競争の激しさ、単価引下げ要

請等から採算面での厳しさもあって、営業利益は54百万円（前年同期比31.2％減）、経常利益は96百万

円（前年同期比17.4％減）、四半期純利益は31百万円（前年同期比76.7％減）となりました。  

  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は155億円で前連結会計年度末比19億49百万円の

減少となりました。これは流動資産においては106億57百万円と、前連結会計年度末比18億20百万円減

少し、固定資産が48億43百万円と、前連結会計年度末比１億28百万円減少したことによります。 

流動資産の減少の主な要因は、「受取手形・完成工事未収入金等」が前連結会計年度末比30億48百万

円減少したこと等であります。 

固定資産の減少の主な要因は、「投資有価証券」が前連結会計年度末比79百万円減少したこと等であ

ります。 

負債の部は73億３百万円で、前連結会計年度末比17億66百万円減少しました。内訳は流動負債で前連

結会計年度末比16億70百万円減少し、固定負債で前連結会計年度末比96百万円減少しております。 

流動負債の減少の主な要因は、「支払手形・工事未払金等」が前連結会計年度末比15億30百万円減少

したこと等であります。 

固定負債の減少の主な要因は、「退職給付引当金」が前連結会計年度末比57百万円減少したこと等で

あります。 

純資産は81億96百万円で前連結会計年度末比１億82百万円の減少となりました。主な要因としまして

は、「利益剰余金」が前連結会計年度末比98百万円減少したこと等であります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の47.9％から52.8％に増加いたしました。 

  

当社グループを取り巻く受注環境は、引き続き厳しい状況が予想されております。  

１.当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（1）連結経営成績に関する定性的情報

（2）連結財政状態に関する定性的情報

（3）連結業績予想に関する定性的情報

日本電通㈱（1931） 平成23年3月期第2四半期決算短信

－2－



通期業績予想につきましては、当第２四半期累計期間における業績を踏まえ、第３・第４四半期にお

いては通信エンジニアリング事業はほぼ計画通りに推移すると思われるものの、情報通信ネットワー

ク、システム等の設備及び保守・販売等の事業であるＩＣＴサービス事業においては、受注拡大に向け

た取組を強化しておりますが、依然厳しい状況が続くものと予想されます。 

 利益面につきましては、引き続きコスト削減等に努めてまいりますが、通期見通しにつきましては以

下のとおり、連結では前回予想を若干下回る業績を予想しております。  

  

 

 
  

※上記の業績予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、 
  実際の業績は様々な不確定要因によりこれらの予想数値と異なる場合があります。 

  

 該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

四半期連結会計期間末における棚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出しております。  

 棚卸資産の簿価切下げに関して、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。  

  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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する方法によっております。 

  

（1）平成23年３月期連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

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

前回発表予想 (A)
百万円 百万円 百万円 百万円 円銭

26,700 460 540 320 24.62

今回発表予想 (B) 25,000 450 520 300 23.24

増減額（B－A） △1,700 △10 △20 △20 ―

増減率（％） △6.4 △2.2 △3.7 △6.3 ―

(ご参考)前期実績
24,796 475 573 288 22.20

（平成22年３月期）

（2）平成23年３月期個別業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

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

前回発表予想 (A)
百万円 百万円 百万円 百万円 円銭

22,000 350 430 250 19.21

今回発表予想 (B) 21,000 400 480 280 21.69

増減額（B－A） △1,000 50 50 30 ―

増減率（％） △4.5 14.3 11.6 12.0 ―

(ご参考)前期実績
20,779 391 510 268 20.67

（平成22年３月期）

２.その他の情報

（1) 重要な子会社の異動の概要

（2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要
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① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益への影響は軽微であります。また、

税金等調整前四半期純利益は、18,170千円減少しております。なお、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18,071千円であります。 

  

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「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」の科目を表示しております。  

  

前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含まれておりました「固定資産

除却損」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記す

ることにしております。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる

「固定資産除却損」は2,060千円であります。 

  

（3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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   

現金及び預金 3,468,227 2,987,235

受取手形・完成工事未収入金等 4,196,786 7,245,128

有価証券 1,405,882 1,105,629

未成工事支出金 1,160,425 758,352

商品 37,428 29,910

材料貯蔵品 10,528 11,832

その他 388,479 354,361

貸倒引当金 △10,336 △14,260

流動資産合計 10,657,420 12,478,189

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,214,101 2,214,101

その他（純額） 1,099,571 1,146,017

有形固定資産合計 3,313,672 3,360,118

無形固定資産 88,050 82,124

投資その他の資産   

投資有価証券 932,011 1,011,170

その他 531,445 530,488

貸倒引当金 △21,950 △12,155

投資その他の資産合計 1,441,506 1,529,503

固定資産合計 4,843,229 4,971,747

資産合計 15,500,650 17,449,936

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,824,745 4,355,566

短期借入金 2,050,000 2,050,000

1年内返済予定の長期借入金 50,000 150,000

未払法人税等 58,997 156,360

賞与引当金 242,833 202,154

工事損失引当金 40,653 41,337

その他 627,523 609,913

流動負債合計 5,894,753 7,565,331

固定負債   

退職給付引当金 968,024 1,025,139

負ののれん 38,797 47,140

その他 402,218 432,783

固定負債合計 1,409,041 1,505,062

負債合計 7,303,794 9,070,394
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(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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,493,931 1,493,931

資本剰余金 1,428,916 1,428,916

利益剰余金 5,492,859 5,591,070

自己株式 △170,710 △159,643

株主資本合計 8,244,996 8,354,273

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31,772 95,927

土地再評価差額金 △88,194 △88,194

評価・換算差額等合計 △56,421 7,732

少数株主持分 8,281 17,535

純資産合計 8,196,855 8,379,541

負債純資産合計 15,500,650 17,449,936
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(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) 

売上高 10,396,237 10,657,447

売上原価 9,115,516 9,457,105

売上総利益 1,280,720 1,200,342

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 452,077 430,500

貸倒引当金繰入額 3,913 15,599

賞与引当金繰入額 78,137 72,998

退職給付費用 14,349 14,723

その他 653,153 612,103

販売費及び一般管理費合計 1,201,631 1,145,924

営業利益 79,088 54,417

営業外収益   

受取利息配当金 23,345 24,266

貸倒引当金戻入額 7,037 9,680

その他 31,045 35,228

営業外収益合計 61,429 69,175

営業外費用   

支払利息 14,161 11,892

不動産賃貸費用 6,005 3,785

固定資産除却損 － 10,111

その他 4,186 1,798

営業外費用合計 24,353 27,586

経常利益 116,163 96,006

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17,567

特別損失合計 － 17,567

税金等調整前四半期純利益 116,163 78,438

法人税、住民税及び事業税 29,697 53,180

法人税等調整額 △45,757 3,629

法人税等合計 △16,059 56,810

少数株主損益調整前四半期純利益 － 21,628

少数株主損失（△） △921 △9,446

四半期純利益 133,145 31,074
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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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(注) 第１四半期連結累計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグ    

メント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を適用しております。 

これにより、前第２四半期連結累計期間の数値につきましては、当第２四半期連結累計期間 

の区分に組み替えて表示しております。 

４.補足情報

四半期連結受注高及び完成工事高の状況

 （単位：百万円）

部  門  別

平成22年３月期 平成23年３月期

比較増減 増減率第２四半期連結累計期間 第２四半期連結累計期間

金 額 構成比 金 額 構成比

受 
  
注 
  
高

通信エンジニアリング事業 5,497 （49.3%) 6,298 (54.1%) 800 14.6%

ＩＣＴサービス事業 4,704 （42.1%) 4,466 (38.4%) △238 △5.1%

報告セグメント計 10,202 (91.4%) 10,764 (92.5%) 562 5.5%

そ の 他 961 （8.6%) 876 (7.5%) △84 △8.8%

合       計 11,164 (100.0%) 11,641 (100.0%) 477 4.3%

売 
  
上 
  
高

通信エンジニアリング事業 4,751 (45.7%) 5,495 (51.6%) 744 15.7%

ＩＣＴサービス事業 4,578 (44.0%) 4,287 (40.2%) △291 △6.4%

報告セグメント計 9,330 (89.7%) 9,782 (91.8%) 452 4.9%

そ の 他 1,066 (10.3%) 874 (8.2%) △191 △18.0%

合       計 10,396 (100.0%) 10,657 (100.0%) 261 2.5%
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