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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 9,398 △9.9 84 △36.7 119 △32.4 58 △58.7
22年3月期第3四半期 10,434 4.6 133 163.8 176 74.7 140 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 5.11 ―
22年3月期第3四半期 12.36 ―

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 8,349 4,719 55.7 408.42
22年3月期 7,528 4,757 62.1 410.34

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  4,653百万円 22年3月期  4,676百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
23年3月期 ― ― ―
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 16,500 4.5 330 △14.6 370 △16.1 190 △72.3 16.67



(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手続の対象外であり、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 11,467,250株 22年3月期  11,467,250株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  74,173株 22年3月期  71,529株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 11,394,201株 22年3月期3Q  11,398,401株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気対策効果や世界経済の回復傾向を背景に企業業績は緩や

かな回復基調にあるものの、円高やデフレの長期化、厳しい雇用情勢など依然として先行き不透明な状況で推移い

たしました。 

 情報通信分野におきましては、自治体による情報通信基盤整備事業など地域経済活性化に向けた様々な施策が推

進されているものの、光アクセス関連工事の伸びの鈍化や情報通信事業者間における市場競争の拡大など、依然と

して厳しい状況が続いております。 

 このような事業環境のもと、当第３四半期の業績につきましては、受注高は149億65百万円（前年同期比33.0％

増）、完成工事高は93億98百万円（同9.9％減）となりました。損益面につきましては、営業利益は84百万円（同

36.7％減）、経常利益は１億19百万円（同32.4％減）、四半期純利益は58百万円（同58.7％減）となりました。 

  セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 建設事業 

 情報通信基盤整備関連の受注が順調に推移し、受注高は145億72百万円（前年同期比33.3％増）となったもの

の、光アクセス関連工事の減少により、完成工事高は91億82百万円（同9.3％減）となりました。 

② 情報システム事業 

 栄養給食管理システム（ニュートリメイト）の受注が順調に推移し、受注高は３億92百万円（同21.6％増）と

なったものの、システムの引渡しが第４四半期連結会計期間以降となったため、完成工事高は２億16百万円（同

29.4％減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して８億20百万円増加し83億49百万

円となりました。主な要因は、未成工事支出金の増加26億49百万円及び受取手形・完成工事未収入金の回収による

減少17億35百万円であります。 

負債につきましては、前連結会計年度末と比較して８億58百万円増加し36億29百万円となりました。主な要因

は、短期借入金の増加５億10百万円及び未成工事受入金の増加４億37百万円であります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して37百万円減少し47億19百万円となり、自己資本比率は

55.7％となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月11日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

（簡便な会計処理） 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四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。 

② 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。 

③ 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 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、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。 

 また、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ため、前連結会計年度決算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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は、それぞれ232千円、税金等調整前四半期純

利益は1,612千円減少しております。 

（不動産賃貸費用の計上基準） 

 営業外収益の賃貸収入に対する賃貸費用は、従来、販売費及び一般管理費に含めて計上しておりましたが、

営業上の費用収益及び営業外の費用収益の対応を適正に表示するため、第１四半期連結会計期間より営業外費

用の「賃貸費用」に計上する方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は6,332千円減少し、営

業利益は同額増加しております。  

   

２．その他の情報
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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   

現金預金 158,387 144,396

関係会社預け金 － 300,079

受取手形・完成工事未収入金 1,916,844 3,652,282

未成工事支出金 3,128,054 478,560

材料貯蔵品 150,062 166,377

繰延税金資産 109,406 95,881

その他 182,490 119,905

貸倒引当金 △12,407 △22,318

流動資産合計 5,632,839 4,935,165

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 360,456 230,604

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 72,381 38,680

土地 1,568,080 1,568,080

リース資産（純額） 9,362 9,634

有形固定資産計 2,010,280 1,846,999

無形固定資産   

ソフトウエア 67,466 69,818

その他 2,677 1,873

無形固定資産計 70,144 71,691

投資その他の資産   

投資有価証券 302,767 325,456

長期貸付金 9,281 10,023

繰延税金資産 290,688 315,293

その他 91,598 99,060

貸倒引当金 △58,047 △74,758

投資その他の資産計 636,288 675,075

固定資産合計 2,716,713 2,593,766

資産合計 8,349,553 7,528,932
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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) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,560,271 1,469,411

短期借入金 510,000 －

未払法人税等 59,545 56,085

未成工事受入金 475,202 37,408

賞与引当金 51,529 188,463

役員賞与引当金 6,000 22,000

工事損失引当金 6,700 2,800

その他 223,483 180,428

流動負債合計 2,892,733 1,956,597

固定負債   

リース債務 6,845 7,463

長期未払金 748 735

繰延税金負債 3,580 2,736

退職給付引当金 658,956 737,045

役員退職慰労引当金 63,492 65,357

資産除去債務 3,621 －

負ののれん － 1,688

固定負債合計 737,245 815,028

負債合計 3,629,978 2,771,625

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,049,362 1,049,362

資本剰余金 932,637 932,637

利益剰余金 2,762,387 2,772,571

自己株式 △14,540 △14,062

株主資本合計 4,729,847 4,740,509

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △76,693 △64,435

評価・換算差額等合計 △76,693 △64,435

少数株主持分 66,421 81,233

純資産合計 4,719,575 4,757,306

負債純資産合計 8,349,553 7,528,932
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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) 

完成工事高 10,434,089 9,398,453

完成工事原価 9,549,769 8,599,597

完成工事総利益 884,320 798,856

販売費及び一般管理費 750,487 714,102

営業利益 133,833 84,753

営業外収益   

受取利息 662 946

受取配当金 8,117 8,349

負ののれん償却額 7,046 1,688

受取地代家賃 18,582 21,652

その他 9,449 8,964

営業外収益合計 43,858 41,601

営業外費用   

支払利息 190 460

支払手数料 785 －

賃貸費用 － 6,332

その他 21 65

営業外費用合計 997 6,858

経常利益 176,694 119,495

特別利益   

固定資産売却益 16,711 327

貸倒引当金戻入額 1,375 11,007

役員退職慰労引当金戻入額 100 622

特別利益合計 18,186 11,957

特別損失   

固定資産売却損 398 122

固定資産除却損 23,996 5,186

投資有価証券評価損 － 3,026

投資有価証券清算損 2,680 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,380

特別損失合計 27,074 9,714

税金等調整前四半期純利益 167,806 121,739

法人税、住民税及び事業税 12,963 58,047

法人税等調整額 21,144 20,312

法人税等合計 34,108 78,360

少数株主損益調整前四半期純利益 － 43,379

少数株主損失（△） △7,161 △14,811

四半期純利益 140,859 58,190
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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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