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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 22,482 1.2 425 30.7 539 36.1 76 △59.6
22年3月期第2四半期 22,210 △8.0 325 △56.9 396 △55.7 189 △57.7

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 2.84 ―
22年3月期第2四半期 7.03 ―

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 37,083 24,982 66.1 910.33
22年3月期 38,558 25,199 64.2 918.13

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  24,525百万円 22年3月期  24,735百万円

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 ― 5.00 ― 7.00 12.00
23年3月期 ― 5.00
23年3月期 

（予想）
― 7.00 12.00

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 52,000 8.8 1,800 3.5 1,900 1.5 1,000 2.9 37.12



(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 
 四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であります。 
 なお、当第２四半期決算短信の開示時点において、当第２四半期連結会計（累計）期間に係る四半期連結財務諸表に関する監査法人のレビュー手続き
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 「2.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  27,644,699株 22年3月期  27,644,699株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  703,038株 22年3月期  702,915株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  26,941,734株 22年3月期2Q  26,942,421株
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当第２四半期連結累計期間における日本経済は、徐々に持直してきてはいるものの、世界経済の減速
が懸念され円高に伴う生産・輸出等への悪影響が不安視されるなど、不透明感が払拭できない厳しい状
況が続いております。 
 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、光アクセスサービスの、契約数が平成22年６月末に前年同月と比べ267万件増の1,856万件と順調な
伸びを示しております。総務省は2015年頃を目途に光回線を中心としたブロードバンドサービスの利用
をすべての世帯に実現させるという「光の道」構想を打ち出しており、ブロードバンドサービスの更な
る普及促進と市場の拡大による経済効果が期待されております。また、ＮＧＮを用いたＩＰ電話を活用
して、高画質のファックスやテレビ会議、データ送受信の高速化、通信コストの削減が可能となるとい
った様々なサービスの充実により、ＮＧＮの普及が加速するものと思われます。移動通信事業分野で
は、スマートフォンなどの高機能端末の販売が広がりを見せる中、各事業者においてはスマートフォン
に特化したアプリケーションを充実させ、独自のコンテンツをアピールすることによる、利用者の囲い
込みが激しくなってまいりました。 
 このような環境下、当社グループにおきましては、中期経営計画「Create2012」の目標の達成に向け
た諸施策を積極的に実施し、設備投資の増強や施工管理体制の充実、新規分野における受注獲得、社会
貢献活動への取組などに努めてまいりました。具体的には、本年６月に愛知県春日井市と瀬戸市にそれ
ぞれ支店・営業所等を新築し、７月より新体制で営業を開始いたしました。これを契機に営業所統合に
伴う運営コストの削減に加え、材料管理システムの導入による在庫管理の効率化・適正化を一層進めて
まいります。 
 また、昨年に引き続き、東海４県下（愛知・岐阜・三重・静岡）における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受注し、来年７月に移行予定の地上デジタルテレビ放送普及の一翼を
担っております。環境への取組では、各事業所近隣の清掃活動のほか平成17年より林野庁の「法人の森
林（もり）」制度を活用して三重県内に開設しました「シーキューブの森」において社員のボランティ
アによる環境保全活動を継続的に実施しております。さらにＮＰＯ法人エコキャップ推進協会が推進す
る「ペットボトルのキャップを集めて世界の子供たちにワクチンを届けよう」運動に賛同し活動を展開
するなど、地域・社会・環境に貢献する施策を積極的に進めてまいりました。 
 当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、受注高25,504百万円（前年同
四半期比105.7%）、売上高22,482百万円（前年同四半期比101.2%）、経常利益につきましては、539百
万円（前年同四半期比136.1%）、四半期純利益は76百万円（前年同四半期比40.4%）となりました。 

 ① 通信建設事業 

通信建設事業では、受注高は20,012百万円、売上高は16,990百万円となり、営業利益は439百万円と
なりました。 

 ② 情報サービス事業 

売上高は5,491百万円となり、営業損失７百万円となりました。 

当社グループの当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は37,083百万円（前連
結会計年度末38,558百万円）となりました。その減少の主な要因は、売上債権の減少によるものでありま
す。負債は12,100百万円（前連結会計年度末13,359百万円）となりました。その減少の主な要因は、仕入
債務の減少であります。純資産は24,982百万円（前連結会計年度末25,199百万円）となりました。 

通信建設事業におきましては、ユーザーサービス工事の強化、東・名・阪での営業・施工の推進に積極
的に取り組んでまいります。 
 また、情報サービス事業におきましては、連結子会社の㈱フューチャーインが核となり、中期経営計画
（2010～2012年度）「カスタマーバリューアップ2012」を掲げ、「事業の拡大」、「収益の安定化」、
「意識改革」の３つを基本方針として取り組んでいるところです。その主な施策は、①水道業務受託事業
を中心としたアウトソーシングビジネスのユーザー拡大、②酒屋システム、鋼材システムなどのニッチビ
ジネスへの新たな需要の拡大、③自社パッケージソフトである公営企業会計システム（ＡＭＡＳ）やスク
ールランチシステム等の販売強化、④仕入れ販売からクラウド等サービスビジネスへのドメインの拡張、
となっております。また、次期の事業の柱となる新規ビジネスを創出するため、社員よりビジネスプラン
の提案を募る「フューチャーインパクト2010」を推進中です。以上のような施策を積極的に実施し、情報
サービス事業の展開を行ってまいります。 
 なお、平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月13日に公表いたしました業績予想
から変更はありません。 

1. 当四半期決算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
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該当事項はありません。 

  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
ないと認められるため、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。 

   当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、前連結会計年
度末の実地たな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、たな卸資産の簿価切り下げについては、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。 

  固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期
間按分する方法によっております。 

  合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  法人税等の納付税額の算定については、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定
する方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断については、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ので、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。 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

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。これによる当第２四半期連結累計期間に係る営業利益、経常利益に与
える影響は軽微であり、税金等調整前四半期純利益は35百万円減少しております。 

 企業結合に関する会計基準等の適用 

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）、「事業分離等
に関する会計基準」（企業会計基準第7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。 

  

  

  

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

  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

  ② たな卸資産の評価方法

  ③ 固定資産の減価償却費の算定方法

  ④ 経過勘定科目の算定方法

  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

(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：百万円）

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 5,929 6,395

受取手形・完成工事未収入金等 10,756 12,786

未成工事支出金 1,342 1,251

商品 140 76

仕掛品 61 32

材料貯蔵品 293 288

繰延税金資産 343 209

その他 743 568

貸倒引当金 △11 △7

流動資産合計 19,599 21,601

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,098 3,388

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,373 1,276

土地 8,190 8,123

建設仮勘定 1 332

その他（純額） 20 24

有形固定資産計 13,685 13,145

無形固定資産 91 78

投資その他の資産

投資有価証券 1,806 2,046

繰延税金資産 1,201 1,044

その他 700 642

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産計 3,706 3,732

固定資産合計 17,484 16,957

資産合計 37,083 38,558
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（単位：百万円）

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)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 3,564 4,556

短期借入金 698 900

1年内返済予定の長期借入金 104 504

未払法人税等 454 236

未成工事受入金 232 126

賞与引当金 722 445

役員賞与引当金 34 62

その他 1,275 2,074

流動負債合計 7,085 8,906

固定負債

長期借入金 2,256 1,958

再評価に係る繰延税金負債 508 508

退職給付引当金 1,892 1,614

役員退職慰労引当金 141 200

長期未払金 95 99

その他 120 70

固定負債合計 5,015 4,453

負債合計 12,100 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 18,655 18,767

自己株式 △133 △133

株主資本合計 26,429 26,541

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △92 5

土地再評価差額金 △1,811 △1,811

評価・換算差額等合計 △1,903 △1,805

少数株主持分 456 463

純資産合計 24,982 25,199

負債純資産合計 37,083 38,558
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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：百万円）

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

完成工事高 17,018 16,990

商品売上高 5,191 5,491

売上高合計 22,210 22,482

売上原価

完成工事原価 15,806 15,631

商品売上原価 4,060 4,451

売上原価合計 19,866 20,082

売上総利益

完成工事総利益 1,212 1,359

商品売上総利益 1,131 1,040

売上総利益合計 2,343 2,400

販売費及び一般管理費 2,018 1,974

営業利益 325 425

営業外収益

受取利息配当金 28 32

受取保険金 17 2

株式割当益 － 29

その他 44 71

営業外収益合計 89 135

営業外費用

支払利息 13 10

その他 5 10

営業外費用合計 18 21

経常利益 396 539

特別利益

前期損益修正益 3 11

固定資産売却益 2 11

投資有価証券売却益 4 －

その他 1 2

特別利益合計 12 25

特別損失

前期損益修正損 6 22

固定資産除売却損 8 67

投資有価証券評価損 － 107

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 34

その他 0 11

特別損失合計 15 243

税金等調整前四半期純利益 393 321

法人税、住民税及び事業税 315 475

法人税等調整額 △122 △229

法人税等合計 193 246

少数株主損益調整前四半期純利益 － 75

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10 △1

四半期純利益 189 76
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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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