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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 18,369 30.9 445 340.8 486 213.4 338 125.5
23年3月期第2四半期 14,032 1.1 101 ― 155 ― 150 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 288百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 19百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 16.93 ―
23年3月期第2四半期 7.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 25,027 16,114 62.2
23年3月期 25,833 16,030 60.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  15,569百万円 23年3月期  15,508百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00
24年3月期 ― 8.00
24年3月期（予想） ― 10.00 18.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 34,000 △4.9 1,000 △8.7 1,050 △11.2 600 △2.8 30.00



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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）３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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 21,226,071 株 23年3月期 21,226,071 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,235,940 株 23年3月期 1,232,613 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 19,991,325 株 23年3月期2Q 20,003,573 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状

況のなかで、サプライチェーンの立て直しや各種の政策効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が続く

ことが期待されます。しかしながら、電力供給の制約や原子力災害の影響に加え、欧州債務問題などの

海外景気の動向や為替レート・株価の変動等によっては、景気が下振れするリスクなど依然として不透

明な状況にあります。 

東北エリアでは、光サービス及び移動体サービスの充実・拡大に加え、地方自治体による地域情報化

基盤整備事業（IRU/ICT工事）等の拡大が図られ、ほぼ全域においてIP・ブロードバンド情報通信基盤

の構築が完了いたしました。今後、情報通信基盤の整備による高速インターネットサービスの普及拡大

のほか、スマートフォンやクラウド型システム等の新たな情報通信サービスの展開、放送と通信の融

合、ICT利活用の推進拡大等が成長市場として大きく期待され、情報通信基盤の「構築の時代」から

「サービス創造の時代」へシフトすると考えております。 

一方、平成23年３月11日に発生した「東日本大震災」では、当社グループの主たる事業エリアである

東北地域の情報通信設備が未曽有の被害を受けたことから、当社グループは災害地域における情報通信

設備を一刻も早く復旧・復興することを 重要課題として全力で取り組んでおります。 

 このような経営環境の中、当社グループでは「第３次中期経営計画」(平成23年度～平成25年度)に基

づき、“安全・安心を支える『情報通信基盤の整備・復興』と信頼される『ＩＣＴエンジニアリング＆

ソリューション事業の展開』”に積極的に取り組んでおります。特に当第２四半期においては、東日本

大震災による各社通信設備の応急復旧関連工事を精力的に実施してまいりました。 

その結果、売上高は183億69百万円(前年同四半期連結累計期間比43億36百万円増加)、営業利益は４

億45百万円(前年同四半期連結累計期間比３億44百万円増加)、経常利益は４億86百万円(前年同四半期

連結累計期間比３億31百万円増加)、四半期純利益は３億38百万円(前年同四半期連結累計期間比１億88

百万円増加)となりました。 

なお、当社グループでは、東日本大震災の本格復旧工事はあるものの、工事の引渡しが第４四半期連

結会計期間に集中すると考えられるため、第４四半期連結会計期間の完成工事高が多くなる特徴があり

ます。 

  

(電気通信工事事業) 

当社グループの主たる受注先であるＮＴＴ東日本においては、ブローバンドエリア拡大のほか、政

府・自治体向け通信工事を積極的に展開しております。一方、東日本大震災による通信設備の未曾有の

被害に対して当社グループが一丸となり応急復旧工事に取り組んできました。 

 このような経営環境の中、当第２四半期連結累計期間における受注高は178億７百万円(前年同四半期

連結累計期間比50億42百万円減少)、完成工事高は159億４百万円(前年同四半期連結累計期間比39億16

百万円増加)、セグメント利益は３億90百万円(前年同四半期連結累計期間比３億円増加)となりまし

た。 

(工事材料等販売事業) 

工事材料等販売事業は、通信工事材料等の販売を行っております。当第２四半期連結累計期間におけ

る受注高は24億64百万円(前年同四半期連結累計期間比４億19百万円増加)、売上高は24億64百万円(前

年同四半期連結累計期間比４億19百万円増加)、セグメント利益は54百万円(前年同四半期連結累計期間

比17百万円増加)となりました。 

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

  セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
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 当第２四半期連結会計期間末の総資産は250億27百万円であり、前連結会計年度末比８億６百万円減

少しました。流動資産は165億27百万円で前連結会計年度末比７億30百万円減少しました。これは主

に、現金預金が39億98百万円から63億74百万円へ23億75百万円増加したものの、完成工事未収入金が89

億円から56億12百万円へ32億87百万円減少したことによるものであります。固定資産は84億99百万円で

前連結会計年度末比75百万円減少しました。これは主に、投資その他の資産が前連結会計年度末比79百

万円減少したことによるものであります。 

 負債については89億13百万円と前連結会計年度末比８億90百万円減少しました。流動負債は52億44百

万円で、前連結会計年度末比８億89百万円減少しました。これは主に短期借入金14億円の減少及び未成

工事受入金５億53百万円の増加によるものであります。 

 純資産は161億14百万円と前連結会計年度末比84百万円増加しました。これは主に利益剰余金１億38

百万円の増加及びその他有価証券評価差額金76百万円の減少によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計

年度末に比べ28億72百万円増加の59億68百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は43億39百万円(前第２四半期連結

累計期間は３億55百万円の増加)となりました。これは、売上債権の減少32億６百万円、未成工事受

入金の増加５億53百万円等によるものであります。 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は２億18百万円(前第２四半期連結

累計期間は６億４百万円の減少)となりました。これは、定期預金の減少４億97百万円、有形及び無

形固定資産の取得による支出３億円等によるものであります。 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は16億84百万円(前第２四半期連結

累計期間は２億48百万円の減少)となりました。これは、短期借入金の返済による支出14億円及び配

当金の支払額１億99百万円等によるものであります。 

平成24年３月期における通期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に発表した連結業績予想

から変更はありません。 

 なお、連結業績予想の将来に関する事項は、発表時点で判断したものであり、経営環境の変化により

異なる場合があります。 

  

  

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

(資産、負債、純資産の状況)

(キャッシュ・フローの状況の分析)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

（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。  

  

  

  

  

  

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,998 6,374

受取手形及び売掛金 595 677

完成工事未収入金 8,900 5,612

未成工事支出金 2,520 2,699

材料貯蔵品 299 340

商品 404 400

繰延税金資産 401 323

その他 147 108

貸倒引当金 △9 △9

流動資産合計 17,258 16,527

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 5,016 5,015

機械・運搬具 182 175

土地 2,595 2,595

リース資産 796 841

建設仮勘定 43 94

その他 960 1,039

減価償却累計額 △4,204 △4,371

有形固定資産合計 5,389 5,390

無形固定資産 290 293

投資その他の資産

投資有価証券 1,646 1,522

繰延税金資産 1,132 1,197

その他 119 98

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 2,895 2,815

固定資産合計 8,575 8,499

資産合計 25,833 25,027
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

工事未払金 2,325 2,420

買掛金 1,211 1,351

短期借入金 1,400 －

リース債務 154 158

未払金 693 453

未払法人税等 219 89

未成工事受入金 12 565

完成工事補償引当金 3 3

災害損失引当金 44 60

その他 69 140

流動負債合計 6,133 5,244

固定負債

リース債務 467 433

退職給付引当金 3,033 3,049

役員退職慰労引当金 169 185

固定負債合計 3,669 3,668

負債合計 9,803 8,913

純資産の部

株主資本

資本金 2,847 2,847

資本剰余金 2,641 2,641

利益剰余金 10,208 10,347

自己株式 △378 △379

株主資本合計 15,319 15,456

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 188 112

その他の包括利益累計額合計 188 112

少数株主持分 521 544

純資産合計 16,030 16,114

負債純資産合計 25,833 25,027
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高

完成工事高 11,953 15,863

兼業事業売上高 2,078 2,505

売上高合計 14,032 18,369

売上原価

完成工事原価 10,596 14,082

兼業事業売上原価 1,949 2,377

売上原価合計 12,546 16,459

売上総利益

完成工事総利益 1,357 1,781

兼業事業総利益 128 128

売上総利益合計 1,485 1,909

販売費及び一般管理費 1,384 1,464

営業利益 101 445

営業外収益

受取利息 3 1

受取配当金 24 23

雑収入 30 29

営業外収益合計 58 54

営業外費用

支払利息 0 6

雑支出 4 6

営業外費用合計 4 13

経常利益 155 486

特別利益

負ののれん発生益 9 －

受取保険金 － 34

その他 2 0

特別利益合計 12 35

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 11 2

投資有価証券評価損 1 2

災害損失 － 23

特別損失合計 12 28

税金等調整前四半期純利益 155 493

法人税、住民税及び事業税 32 70

法人税等調整額 △34 56

法人税等合計 △2 127

少数株主損益調整前四半期純利益 157 365

少数株主利益 7 27

四半期純利益 150 338
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 157 365

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △138 △76

その他の包括利益合計 △138 △76

四半期包括利益 19 288

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 12 262

少数株主に係る四半期包括利益 7 26
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 155 493

減価償却費 183 233

災害損失 － 23

負ののれん発生益 △9 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △78 16

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27 16

工事損失引当金の増減額（△は減少） △2 －

受取利息及び受取配当金 △27 △25

支払利息 0 6

有形固定資産除売却損益（△は益） 10 2

投資有価証券評価損益（△は益） 1 2

売上債権の増減額（△は増加） 3,206 3,206

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,445 △178

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 77 △37

仕入債務の増減額（△は減少） △194 235

未成工事受入金の増減額（△は減少） 134 553

未払金の増減額（△は減少） △160 △129

その他 △158 93

小計 661 4,511

利息及び配当金の受取額 27 25

利息の支払額 △0 △6

法人税等の還付額 14 27

法人税等の支払額 △347 △218

営業活動によるキャッシュ・フロー 355 4,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △424 497

有形固定資産の取得による支出 △56 △178

無形固定資産の取得による支出 △22 △122

投資有価証券の取得による支出 △100 －

投資有価証券の売却による収入 － 0

子会社株式の取得による支出 △0 －

貸付けによる支出 △0 △16

貸付金の回収による収入 3 7

その他 △3 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △604 218

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － △1,400

長期借入金の返済による支出 △33 －

リース債務の返済による支出 △49 △79

配当金の支払額 △160 △199

少数株主への配当金の支払額 △3 △3

自己株式の取得による支出 △2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △248 △1,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △497 2,872

現金及び現金同等物の期首残高 4,512 3,096

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,015 5,968
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該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 前第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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                                                           (単位：百万円) 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び  

      当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

                                          (単位：百万円) 

 
  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

報告セグメント
合  計

電気通信工事事業 工事材料等販売事業

売上高

  外部顧客への売上高 11,988 2,044 14,032

  セグメント間の内部売上高
0 1,668 1,668

    又は振替高

計 11,989 3,712 15,701

セグメント利益 90 36 126

利   益 金  額

報告セグメント計 126

セグメント間取引消去 △25

四半期連結損益計算書の営業利益 101
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                                                           (単位：百万円) 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び  

      当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

                                          (単位：百万円) 

 
  

該当事項はありません。  

  

報告セグメント
合  計

電気通信工事事業 工事材料等販売事業

売上高

  外部顧客への売上高 15,904 2,464 18,369

  セグメント間の内部売上高
0 2,013 2,014

    又は振替高

計 15,905 4,477 20,383

セグメント利益 390 54 444

利   益 金  額

報告セグメント計 444

セグメント間取引消去 0

四半期連結損益計算書の営業利益 445

（６）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)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

セグメント別受注高・売上高・受注残高

区
分

セグメントの名称

前第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) 

(百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日  
  至 平成23年９月30日) 

(百万円)

前年同四半期比(％)

受 
  
 
 
注 
  
 
 
高

前
期
繰
越
高

 電気通信工事事業 3,802 6,717 176.7

 工事材料等販売事業 ─ ─ ─

計 3,802 6,717 176.7

当
期
受
注
高

 電気通信工事事業 22,850 17,807 77.9

 工事材料等販売事業 2,044 2,464 120.5

計 24,894 20,271 81.4

合 
計

 電気通信工事事業 26,652 24,525 92.0

 工事材料等販売事業 2,044 2,464 120.5

計 28,696 26,989 94.1

売
上
高

  電気通信工事事業 11,988 15,904 132.7

  工事材料等販売事業 2,044 2,464 120.5

計 14,032 18,369 130.9

受
注
残
高

  電気通信工事事業 14,663 8,620 58.8

  工事材料等販売事業 ─ ─ ─

計 14,663 8,620 58.8
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