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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 16,208 3.3 124 △12.5 202 11.9 97 △38.1
22年3月期第3四半期 15,688 △10.4 141 △21.0 180 △30.4 156 49.6

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3四半期 7.53 ―
22年3月期第3四半期 12.05 ―

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3四半期 15,234 8,265 54.2 642.95
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3四半期  8,259百万円 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  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 25,000 0.8 450 △5.4 520 △9.3 300 4.0 23.26



(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビューの対象外であり、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
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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3Q 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3Q  582,090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3Q 12,899,128株 22年3月期3Q 13,016,365株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や輸出・生産の改善などにやや持ち直し

の兆しが見られたものの、急速に進行した円高などの影響を受け、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依然として厳しい状況が続いております。 

  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、総務省より2015年頃までに日

本全国全ての世帯に光ファイバー回線網を布設し、国内のブロードバンドの普及率を100％にするとい

う「光の道」構想が打ち出されている中で、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、引き続き受注の拡大、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３四半期連結累計期間の経営成績は、受注高は178億25百万円（前年同期比2.3％増）、売上高は

162億８百万円（前年同期比3.3％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１億24百万円（前年同期比12.5％減）、経常利益は２

億２百万円（前年同期比11.9％増）、四半期純利益は97百万円（前年同期比38.1％減）となりました。

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は152億34百万円で前連結会計年度末比22億15百

万円の減少となりました。これは流動資産においては103億79百万円と、前連結会計年度末比20億99百

万円減少し、固定資産が48億55百万円と、前連結会計年度末比１億16百万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28億83百万

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52百万円減少したこと等であ

ります。 

負債の部は69億69百万円で、前連結会計年度末比21億１百万円減少しました。内訳は流動負債で前連

結会計年度末比19億72百万円減少し、固定負債で前連結会計年度末比１億29百万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16億75百万円減少

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86百万円減少したこと等で

あります。 

純資産は82億65百万円で前連結会計年度末比１億14百万円の減少となりました。主な要因としまして

は、「その他有価証券評価差額金」が前連結会計年度末比48百万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54.2％に増加いたしました。 

  

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11月12日に公表しました業績予想を変更

しておりません。  

  

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
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 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 「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３四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、18,471千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３

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３四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３四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３四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2,607千円であります。 

  

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

（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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 2,364,062 2,987,235

受取手形・完成工事未収入金等 4,361,484 7,245,128

有価証券 1,806,975 1,105,629

未成工事支出金 1,419,110 758,352

商品 38,107 29,910

材料貯蔵品 9,957 11,832

その他 389,145 354,361

貸倒引当金 △9,683 △14,260

流動資産合計 10,379,160 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） 1,096,084 1,146,017

有形固定資産合計 3,310,185 3,360,118

無形固定資産 93,395 82,124

投資その他の資産   

投資有価証券 958,592 1,011,170

その他 512,637 530,488

貸倒引当金 △19,543 △12,155

投資その他の資産合計 1,451,686 1,529,503

固定資産合計 4,855,267 4,971,747

資産合計 15,234,428 17,449,936

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,680,130 4,355,566

短期借入金 1,950,000 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 4,855 156,360

賞与引当金 94,114 202,154

工事損失引当金 43,632 41,337

その他 770,503 609,913

流動負債合計 5,593,236 7,565,331

固定負債   

退職給付引当金 938,412 1,025,139

負ののれん 34,625 47,140

その他 402,881 432,783

固定負債合計 1,375,919 1,505,062

負債合計 6,969,155 9,070,394
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 5,558,912 5,591,070

自己株式 △181,444 △159,643

株主資本合計 8,300,315 8,354,273

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,185 95,927

土地再評価差額金 △88,194 △88,194

評価・換算差額等合計 △41,008 7,732

少数株主持分 5,965 17,535

純資産合計 8,265,272 8,379,541

負債純資産合計 15,234,428 17,449,936
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 15,688,788 16,208,069

売上原価 13,799,510 14,348,118

売上総利益 1,889,277 1,859,951

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 745,181 732,766

貸倒引当金繰入額 3,138 15,149

賞与引当金繰入額 12,803 31,245

退職給付費用 27,142 24,975

その他 959,156 931,698

販売費及び一般管理費合計 1,747,422 1,735,836

営業利益 141,855 124,114

営業外収益   

受取利息配当金 37,398 36,463

投資有価証券売却益 31,679 15,291

その他 49,723 61,434

営業外収益合計 118,801 113,189

営業外費用   

支払利息 20,924 17,471

投資有価証券評価損 43,094 －

不動産賃貸費用 8,968 5,669

固定資産除却損 － 10,127

その他 7,006 1,874

営業外費用合計 79,993 35,143

経常利益 180,663 202,160

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 180,663 184,592

法人税、住民税及び事業税 17,698 20,537

法人税等調整額 11,040 77,195

法人税等合計 28,739 97,732

少数株主損益調整前四半期純利益 － 86,859

少数株主損失（△） △4,924 △10,267

四半期純利益 156,848 97,127
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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

－7－

日本電通㈱（1931）　平成23年3月期第3四半期決算短信



 
(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３四半期連結累計期間の数値につきましては、当第３四半期連結累計期間 

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３四半期連結累計期間 第３四半期連結累計期間

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 9,008 （51.7%) 10,099 (56.7%) 1,090 12.1%

ＩＣＴサービス事業 7,052 （40.5%) 6,406 (35.9%) △645 △9.2%

報告セグメント計 16,060 (92.2%) 16,505 (92.6%) 444 2.8%

そ の 他 1,364 （7.8%) 1,320 (7.4%) △44 △3.3%

合       計 17,425 (100.0%) 17,825 (100.0%) 400 2.3%

売 
  
上 
  
高

通信エンジニアリング事業 7,332 (46.7%) 8,571 (52.9%) 1,239 16.9%

ＩＣＴサービス事業 6,785 (43.3%) 6,345 (39.1%) △440 △6.5%

報告セグメント計 14,117 (90.0%) 14,916 (92.0%) 799 5.7%

そ の 他 1,570 (10.0%) 1,291 (8.0%) △279 △17.8%

合       計 15,688 (100.0%) 16,208 (100.0%) 519 3.3%
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