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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 34,354 2.7 1,006 90.5 1,189 84.2 395 59.4
22年3月期第3四半期 33,463 △5.7 528 △53.9 645 △52.1 248 △55.7

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3四半期 14.69 ―
22年3月期第3四半期 9.21 ―

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 37,229 25,146 66.4 917.02
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3四半期  24,705百万円 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３四半期決算短信の開示時点において、当第３四半期連結会計（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3Q  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3Q  703,110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3Q  26,941,702株 22年3月期3Q  26,942,359株
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当第３四半期連結累計期間における日本経済は、景気回復の兆しがみられたものの、景気対策の反動
や急激な円高の進行もあり、景気回復は足踏み状態のまま推移いたしました。 
 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においては、ＮＧＮ（次世代ネットワー
ク）の構築が着々と進められているほか、携帯電話サービスにおいて、スマートフォン（高機能携帯端
末）が本格的普及期を迎え、各事業者がスマートフォン端末を投入するとともに、高速通信サービスの
拡大を図るなど、顧客獲得競争は新たな局面を迎えております。 
 このような環境下、当社グループにおきましては、施工管理体制の充実を図るための設備投資の増強
等お客様に信頼をいただく諸施策を展開してまいりました。 
 当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、受注高36,878百万円（前年同
四半期比106.4%）、売上高34,354百万円（前年同四半期比102.7%）、経常利益につきましては、1,189
百万円（前年同四半期比184.2%）、四半期純利益は395百万円（前年同四半期比159.4%）と増収増益と
なりました。 

 ① 通信建設事業 

受注高は29,441百万円、売上高は26,917百万円となり、営業利益は1,131百万円となりました。 

 ② 情報サービス事業 

売上高は7,437百万円となり、営業損失122百万円となりました。 

当社グループの当第３四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37,229百万円（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12,083百万円（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25,146百万円（前連結会計年度末25,199百万円）となりました。 

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。 

  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。 

   当第３四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３四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36百万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 5,094 6,395

受取手形・完成工事未収入金等 10,978 12,786

未成工事支出金 2,304 1,251

商品 233 76

仕掛品 98 32

材料貯蔵品 308 288

繰延税金資産 206 209

その他 655 568

貸倒引当金 △10 △7

流動資産合計 19,870 21,601

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,005 3,388

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,298 1,276

土地 8,159 8,123

建設仮勘定 1 332

その他（純額） 39 24

有形固定資産計 13,504 13,145

無形固定資産 91 78

投資その他の資産

投資有価証券 1,819 2,046

繰延税金資産 1,265 1,044

その他 696 642

貸倒引当金 △16 △1

投資その他の資産計 3,764 3,732

固定資産合計 17,359 16,957

資産合計 37,229 38,558
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（単位：百万円）

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

支払手形・工事未払金等 3,700 4,556

短期借入金 730 900

1年内返済予定の長期借入金 4 504

未払法人税等 326 236

未成工事受入金 187 126

賞与引当金 370 445

役員賞与引当金 59 62

その他 1,439 2,074

流動負債合計 6,817 8,906

固定負債

長期借入金 2,355 1,958

再評価に係る繰延税金負債 504 508

退職給付引当金 2,033 1,614

役員退職慰労引当金 150 200

長期未払金 95 99

その他 125 70

固定負債合計 5,265 4,453

負債合計 12,083 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 18,716 18,767

自己株式 △133 △133

株主資本合計 26,489 26,541

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △96 5

土地再評価差額金 △1,687 △1,811

評価・換算差額等合計 △1,783 △1,805

少数株主持分 440 463

純資産合計 25,146 25,199

負債純資産合計 37,229 38,558
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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：百万円）

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

完成工事高 26,587 26,917

商品売上高 6,876 7,437

売上高合計 33,463 34,354

売上原価

完成工事原価 24,547 24,410

商品売上原価 5,417 5,977

売上原価合計 29,965 30,388

売上総利益

完成工事総利益 2,039 2,506

商品売上総利益 1,458 1,459

売上総利益合計 3,498 3,966

販売費及び一般管理費 2,969 2,959

営業利益 528 1,006

営業外収益

受取利息配当金 48 52

受取保険金 17 17

株式割当益 － 29

その他 77 113

営業外収益合計 143 213

営業外費用

支払利息 18 15

その他 7 14

営業外費用合計 26 29

経常利益 645 1,189

特別利益

前期損益修正益 3 11

固定資産売却益 6 15

投資有価証券売却益 4 －

その他 1 8

特別利益合計 15 34

特別損失

前期損益修正損 6 23

固定資産除売却損 33 93

投資有価証券評価損 － 90

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 34

減損損失 － 63

その他 8 15

特別損失合計 48 320

税金等調整前四半期純利益 613 903

法人税、住民税及び事業税 387 684

法人税等調整額 12 △158

法人税等合計 400 525

少数株主損益調整前四半期純利益 － 377

少数株主損失（△） △34 △17

四半期純利益 248 395
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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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