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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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 ％

25年３月期第２四半期 18,013 △1.9 302 △32.0 344 △29.1 94 △71.9
24年３月期第２四半期 18,369 30.9 445 340.8 486 213.4 338 125.5

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 149百万円(△48.4％) 24年３月期第２四半期 288百万円( ―％)

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

25年３月期第２四半期 4.75 ―
24年３月期第２四半期 16.93 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 24,269 16,136 64.1
24年３月期 25,893 16,192 60.4

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 15,563百万円 24年３月期 15,629百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00

25年３月期 ― 8.00

25年３月期(予想) ― 10.00 18.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 36,000 △9.6 1,120 △2.1 1,200 △2.1 650 26.7 32.50

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

 
  
  

   

 

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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

 (注) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること
    が困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料P４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」
   （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 21,226,071株 24年３月期 21,226,071株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,243,146株 24年３月期 1,238,323株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 19,985,129株 24年３月期２Ｑ 19,991,325株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料P３「(３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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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、復興需要等により回復の兆しが見られるもの

の、欧州政府債務危機を背景とした世界景気の下振れや金融資本市場の変動により、我が国の景気を下

押しするリスクが存在しております。 

情報通信市場においては、ブロードバンド化・ユビキタス化の急速な進展に伴い、固定通信分野では

光ブロードサービスの拡大による固定電話のIP電話移行が進んでおり、移動通信分野ではコンテンツサ

ービスの広がりによるスマートフォンやタブレット端末等の競争が激化しております。また、ICT（情

報通信技術）の利活用が様々な分野において展開されるなど取り巻く環境も大きく変わろうとしており

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、従来からの各種エンジニアリング事業に加え、東北全域に整備されたブロードバンド情報通信基

盤を活用したIP・ソリューション事業の強化やNCC系モバイル及び環境ビジネス分野への事業体制を強

化し、東北全域での事業展開に取り組んでおります。 

その結果、売上高は18,013百万円(前年同四半期連結累計期間比355百万円減少)、営業利益は302百万

円(前年同四半期連結累計期間比142百万円減少)、経常利益は344百万円(前年同四半期連結累計期間比

141百万円減少)、四半期純利益は94百万円(前年同四半期連結累計期間比243百万円減少)となりまし

た。 

  

(電気通信工事事業) 

当第２四半期連結累計期間における売上高については、光サービスエリアの拡大及び、東日本大震災

により被災した通信設備の復興工事による受注が伸びたこと等により、受注高は19,753百万円(前年同

四半期連結累計期間比1,945百万円増加)、完成工事高は16,055百万円(前年同四半期連結累計期間比151

百万円増加)、セグメント利益は278百万円(前年同四半期連結累計期間比111百万円減少)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1,958百万円(前年同四半期連結累計期間比506百万円減少)、売上高は1,958百万円(前年同四

半期連結累計期間比506百万円減少)、セグメント利益は36百万円(前年同四半期連結累計期間比17百万

円減少)となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は24,269百万円であり、前連結会計年度末比1,624百万円減少

しました。流動資産は15,851百万円で前連結会計年度末比1,304百万円減少しました。これは主に、完

成工事未収入金が2,412百万円減少したことによるものであります。固定資産は8,417百万円で前連結会

計年度末比320百万円減少しました。これは主に有形固定資産が前連結会計年度末比113百万円減少し、

投資その他の資産が前連結会計年度末比222百万円減少したことによるものであります。 

 負債については8,133百万円と前連結会計年度末比1,568百万円減少しました。流動負債は4,613百万

円で、前連結会計年度末比1,446百万円減少しました。これは主に工事未払金646百万円の減少及び未払

金314百万円の減少によるものであります。固定負債は3,519百万円で前連結会計年度末比121百万円減

少しました。 

 純資産は16,136百万円と前連結会計年度末比56百万円減少しました。 

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。

（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)
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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230百万円増加の4,373百万円となりました。 

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782百万円(前第２四半期連結累計

期間は4,339百万円の増加)となりました。これは、売上債権の減少2,607百万円、仕入債務の減少912

百万円、未成工事支出金の増加908百万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減少は262百万円(前第２四半期連結累計

期間は218百万円の増加)となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出284百万円

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財務活動による資金の減少は289百万円(前第２四半期連結累計

期間は1,684百万円の減少)となりました。これは、配当金の支払額199百万円等によるものでありま

す。 

平成25年３月期における通期の業績予想につきましては、平成24年５月14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。 

(キャッシュ・フローの状況)

(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。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（会計上の見積りの変更と区別する事が困難な会計方針の変更）  

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４ 

   月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変   

  更しております。 

   これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益 

  に与える影響は軽微であります。 

２．サマリー情報(注記事項)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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,565 4,808

受取手形及び売掛金 839 644

完成工事未収入金 9,157 6,744

有価証券 － 100

未成工事支出金 1,610 2,519

材料貯蔵品 297 303

商品 237 275

繰延税金資産 345 349

その他 114 118

貸倒引当金 △12 △12

流動資産合計 17,155 15,851

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 5,373 5,378

機械・運搬具 188 192

土地 2,580 2,580

リース資産 825 874

建設仮勘定 3 1

その他 975 992

減価償却累計額 △4,409 △4,595

有形固定資産合計 5,538 5,424

無形固定資産 401 416

投資その他の資産

投資有価証券 1,532 1,376

繰延税金資産 1,118 1,059

その他 310 302

貸倒引当金 △162 △162

投資その他の資産合計 2,798 2,576

固定資産合計 8,737 8,417

資産合計 25,893 24,269
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

工事未払金 3,168 2,521

買掛金 1,343 1,078

リース債務 161 171

未払金 776 461

未払法人税等 301 113

未成工事受入金 20 112

完成工事補償引当金 2 2

工事損失引当金 － 23

災害損失引当金 80 －

その他 204 129

流動負債合計 6,059 4,613

固定負債

リース債務 381 352

退職給付引当金 3,053 2,997

役員退職慰労引当金 207 170

固定負債合計 3,641 3,519

負債合計 9,701 8,133

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 10,363 10,258

自己株式 △380 △382

株主資本合計 15,471 15,364

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 158 198

その他の包括利益累計額合計 158 198

少数株主持分 562 572

純資産合計 16,192 16,136

負債純資産合計 25,893 24,269

㈱ＴＴＫ（1935）平成25年3月期　第2四半期決算短信

― 6 ―



（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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高

完成工事高 15,863 15,945

兼業事業売上高 2,505 2,068

売上高合計 18,369 18,013

売上原価

完成工事原価 14,082 14,297

兼業事業売上原価 2,377 1,945

売上原価合計 16,459 16,242

売上総利益

完成工事総利益 1,781 1,647

兼業事業総利益 128 123

売上総利益合計 1,909 1,771

販売費及び一般管理費 1,464 1,468

営業利益 445 302

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 23 23

受取賃貸料 9 12

雑収入 20 13

営業外収益合計 54 50

営業外費用

支払利息 6 2

雑支出 6 5

営業外費用合計 13 8

経常利益 486 344

特別利益

負ののれん発生益 － 0

受取保険金 34 －

その他 0 －

特別利益合計 35 0

特別損失

固定資産除却損 2 －

投資有価証券評価損 2 108

災害損失 23 －

特別損失合計 28 108

税金等調整前四半期純利益 493 237

法人税、住民税及び事業税 70 86

法人税等調整額 56 41

法人税等合計 127 128

少数株主損益調整前四半期純利益 365 108

少数株主利益 27 13

四半期純利益 338 94
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 365 108

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △76 40

その他の包括利益合計 △76 40

四半期包括利益 288 149

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 262 135

少数株主に係る四半期包括利益 26 13
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24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 493 237

減価償却費 233 254

災害損失 23 －

負ののれん発生益 － △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16 △37

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16 △55

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 23

受取利息及び受取配当金 △25 △24

支払利息 6 2

有形固定資産除売却損益（△は益） 2 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2 108

売上債権の増減額（△は増加） 3,206 2,607

未成工事支出金の増減額（△は増加） △178 △908

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △37 △43

仕入債務の増減額（△は減少） 235 △912

未成工事受入金の増減額（△は減少） 553 91

未払金の増減額（△は減少） △129 △212

その他 93 △96

小計 4,511 1,034

利息及び配当金の受取額 25 24

利息の支払額 △6 △2

法人税等の還付額 27 3

法人税等の支払額 △218 △276

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,339 782

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） 497 13

有形固定資産の取得による支出 △178 △98

無形固定資産の取得による支出 △122 △185

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 △16 △0

貸付金の回収による収入 7 7

その他 30 2

投資活動によるキャッシュ・フロー 218 △262

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 －

リース債務の返済による支出 △79 △83

配当金の支払額 △199 △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 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,684 △289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,872 230

現金及び現金同等物の期首残高 3,096 4,142

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,968 4,373
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 当第２四半期連結累計期間 (自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

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) 

 
  

（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 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
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間 (自 平成24年４月１日 至 平成24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) 

 
  

当第２四半期連結累計期間 (自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)  

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 16,055 1,958 18,013

  セグメント間の内部売上高
1 1,737 1,739

    又は振替高

計 16,057 3,695 19,753

セグメント利益 278 36 315

利   益 金  額

報告セグメント計 315

セグメント間取引消去 △13

四半期連結損益計算書の営業利益 302

（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23年４月１日  
  至 平成23年９月30日) 

(百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日  
  至 平成24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 6,717 6,594 98.2

 工事材料等販売事業 ─ ─ ─

計 6,717 6,594 98.2

当
期
受
注
高

 電気通信工事事業 17,807 19,753 110.9

 工事材料等販売事業 2,464 1,958 79.5

計 20,271 21,711 107.1

合 
計

 電気通信工事事業 24,525 26,348 107.4

 工事材料等販売事業 2,464 1,958 79.5

計 26,989 28,306 104.9

売
上
高

  電気通信工事事業 15,904 16,055 100.9

  工事材料等販売事業 2,464 1,958 79.5

計 18,369 18,013 98.1

受
注
残
高

  電気通信工事事業 8,620 10,292 119.4

  工事材料等販売事業 ─ ─ ─

計 8,620 10,292 119.4
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