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

完成工事高 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3四半期 33,098 △4.4 △83 ― 106 △59.2 △26 ―

23年3月期第3四半期 34,616 1.7 56 ― 260 ― 108 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △74百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △54百万円 （―％）

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3四半期 △1.20 ―

23年3月期第3四半期 4.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 42,086 24,381 54.1
23年3月期 45,290 24,798 51.3

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  22,752百万円 23年3月期  23,254百万円

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00
24年3月期 ― 5.00 ―

24年3月期（予想） 10.00 15.00

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  
 

完成工事高 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 50,000 △7.3 900 △11.1 1,100 △12.1 500 △6.1 22.57



(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  ：  有  

(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ますが、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
基づく四半期連結財務諸表の四半期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 
 本資料に記載している予想数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績は予想と異なる場合があります。 
 なお、業績予想に関する事項につきましては、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】をご参照ください。 

4.  その他

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3Q 23,138,400 株 23年3月期 23,138,400 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 989,413 株 23年3月期 986,885 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 22,150,712 株 23年3月期3Q 22,510,113 株
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当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、受注高は、ソリューション事業の減少等に

より347億１千９百万円（前年同期比92.2％）となり、完成工事高は、情報通信工事業及びソリュー

ション事業の減少等により330億９千８百万円（前年同期比95.6％）となりました。 

損益につきましては、完成工事高の減少や競争激化等による原価率の上昇及び退職給付制度の見直

し等により、営業損失８千３百万円（前年同期は５千６百万円の営業利益）、経常利益１億６百万円

（前年同期は２億６千万円の経常利益）、四半期純損失２千６百万円（前年同期は１億８百万円の四

半期純利益）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が24億６千８百万円増加、未成工事支出金

が26億５千４百万円増加した一方で、受取手形・完成工事未収入金等が73億２千７百万円減少、有形

固定資産が３億８千９百万円減少、投資有価証券が５億３千３百万円減少したことなどにより、前連

結会計年度末に比べ32億４百万円減少し、420億８千６百万円となりました。 

負債は、工事未払金等が15億７千６百万円減少、短期借入金が４億１千万円減少、長期借入金が６

億７千５百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ27億８千７百万円減少し、177億

４百万円となりました。 

純資産は、四半期純損失の計上２千６百万円、配当金の支払い３億３千２百万円及びその他有価証

券評価差額金１億４千２百万円の減少などにより、前連結会計年度末に比べ４億１千６百万円減少

し、243億８千１百万円となりました。 

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月11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。 

  

税金費用の計算 

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しており

ます。 

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,829 5,298

受取手形・完成工事未収入金等 14,726 7,399

リース投資資産 4,078 3,862

有価証券 650 650

未成工事支出金 1,673 4,327

商品 340 371

材料貯蔵品 221 233

繰延税金資産 373 600

その他 742 447

貸倒引当金 △159 △89

流動資産合計 25,477 23,101

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,731 8,753

機械、運搬具及び工具器具備品 9,486 8,733

土地 7,845 7,845

建設仮勘定 0 51

減価償却累計額 △11,743 △11,451

有形固定資産合計 14,320 13,931

無形固定資産 228 209

投資その他の資産

投資有価証券 3,943 3,410

繰延税金資産 1,039 1,158

その他 467 455

貸倒引当金 △186 △180

投資その他の資産合計 5,263 4,843

固定資産合計 19,812 18,984

資産合計 45,290 42,086
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 6,349 4,773

短期借入金 3,021 2,610

未払法人税等 220 70

未成工事受入金 211 503

賞与引当金 687 290

役員賞与引当金 41 10

工事損失引当金 20 43

その他 539 547

流動負債合計 11,091 8,850

固定負債

長期借入金 4,069 3,393

繰延税金負債 598 523

退職給付引当金 3,693 3,885

役員退職慰労引当金 163 22

その他 876 1,027

固定負債合計 9,400 8,853

負債合計 20,492 17,704

純資産の部

株主資本

資本金 1,600 1,600

資本剰余金 1,959 1,959

利益剰余金 19,738 19,379

自己株式 △490 △491

株主資本合計 22,807 22,447

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 447 305

その他の包括利益累計額合計 447 305

少数株主持分 1,543 1,628

純資産合計 24,798 24,381

負債純資産合計 45,290 42,086
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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22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
  至 平成23年12月31日)

完成工事高 34,616 33,098

完成工事原価 32,642 31,347

完成工事総利益 1,973 1,750

販売費及び一般管理費 1,917 1,834

営業利益又は営業損失（△） 56 △83

営業外収益

受取配当金 84 96

受取地代家賃 52 53

その他 82 54

営業外収益合計 218 204

営業外費用

支払利息 5 4

投資事業組合運用損 3 2

その他 5 6

営業外費用合計 14 14

経常利益 260 106

特別利益

貸倒引当金戻入額 69 －

その他 － 0

特別利益合計 69 0

特別損失

固定資産除却損 7 6

投資有価証券評価損 4 8

退職給付制度改定損 － 118

その他 1 0

特別損失合計 13 133

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

316 △26

法人税等 161 △94

少数株主損益調整前四半期純利益 155 68

少数株主利益 47 94

四半期純利益又は四半期純損失（△） 108 △26
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 155 68

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △210 △142

その他の包括利益合計 △210 △142

四半期包括利益 △54 △74

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △102 △168

少数株主に係る四半期包括利益 47 94
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該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号

平成21年12月４日）を適用しております。 

   

（役員退職慰労金制度の廃止） 

当社は、平成23年６月24日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち

切り支給を決議しました。 

 これに伴い、当社の「役員退職慰労引当金」の金額を取り崩し、打ち切りの支給額の未払い分

151百万円を長期未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

なお、連結子会社については引き続き役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ

く要支給額を「役員退職慰労引当金」に計上しております。       

  

（退職給付制度の変更） 

当社は、平成23年10月１日に退職一時金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行することについ

て、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成14年１

月31日）を適用しております。 

 本移行に伴う影響額118百万円は「退職給付制度改定損」として特別損失に計上しておりま

す。  

（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

（５）追加情報
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４．補足情報

四半期連結受注高及び完成工事高の状況

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年  4月 1日 （自 平成23年  4月 1日

   至 平成22年 12月31日）    至 平成23年 12月31日）

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額 
(百万円)

構成比
(％)

前
期
繰
越
受
注
高

報
告
セ
グ
メ
ン
ト

情報通信工事業 7,714 67.6  6,993 72.4

ソリューション事業 1,800 15.8  743 7.7

計 9,515 83.4  7,737 80.1

その他 1,891 16.6  1,916 19.9

合計 11,406 100.0  9,653 100.0

報
告
セ
グ
メ
ン
ト

情報通信工事業 23,801 63.2  24,088 69.4

当
期
受
注
高

ソリューション事業 6,661 17.7  3,694 10.6

計 30,463 80.9  27,782 80.0

その他 7,174 19.1  6,937 20.0

合計 37,638 100.0  34,719 100.0

報
告
セ
グ
メ
ン
ト

情報通信工事業 24,111 69.7  23,768 71.8

完
成
工
事
高

ソリューション事業 4,620 13.3  3,197 9.7

計 28,731 83.0  26,965 81.5

その他 5,884 17.0  6,132 18.5

合計 34,616 100.0  33,098 100.0

報
告
セ
グ
メ
ン
ト

情報通信工事業 7,405 51.3  7,313 64.9

次
期
繰
越
受
注
高

ソリューション事業 3,842 26.7  1,240 11.0

計 11,247 78.0  8,553 75.9

その他 3,180 22.0  2,721 24.1

合計 14,428 100.0  11,275 100.0
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