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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） 

 

(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 ％

25年3月期第2四半期 6,251 5.4 158 41.0 183 32.9 80 △29.4
24年3月期第2四半期 5,929 0.2 112 4.0 137 △9.6 113 31.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 74百万円 （△23.4％） 24年3月期第2四半期 97百万円 （31.6％）

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

25年3月期第2四半期 9.40 ―
24年3月期第2四半期 13.36 ―

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 9,696 5,406 55.6
24年3月期 9,848 5,400 54.5
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  5,390百万円 24年3月期  5,365百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 6.00 6.00

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）  
（％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 12,002 △3.7 265 △20.4 303 △18.9 176 25.2 20.68



(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 

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「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） 

※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報告書の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
基づく四半期報告書のレビュー手続を実施しております。 

※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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 8,968,960 株 24年3月期 8,968,960 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 426,624 株 24年3月期 425,993 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 8,542,817 株 24年3月期2Q 8,513,588 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務問題の動向が懸念されるなか、東日本大震災の復興

関連需要などから国内需要が堅調に推移しつつあるものの、景気は横ばい圏内の動きに止まると見られ、企業を取

り巻く経営環境は引き続き厳しい状況が続いております。 

 情報通信分野においては、当社グループの主要な取引先である西日本電信電話株式会社(ＮＴＴ西日本)におかれ

ましては次世代ネットワーク・サービスである「フレッツ光ネクスト」の提供エリアを拡大されつつあり、平成24

年3月末での全国のブロードバンドサービス契約数は3,952万となり、そのうち光ファイバーは前年同期比190万増

の2,283万で、全体の54％を占める主流のサービスになってきております。 

 このような状況の中で、当第２四半期における当社グループの受注高は、ＮＴＴ工事におけるフレッツ光ネクス

トの新たなエリア拡大や子会社の受注増により67億4千1百万円（前年同期比9.0％増）となり、売上高は、民需の

ケーブル工事、土木工事の増加により62億5千1百万円（前年同期比5.4％増）となりました。 

 利益面につきましては、当社グループとして生産性の向上とコスト改善施策を実施し、営業利益は1億5千8百万

円（前年同期比41.0％増）、経常利益は1億8千3百万円（前年同期比32.9％増）となり、四半期純利益は投資有価

証券評価損の計上により8千万円（前年同期比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 

① 資産、負債、純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1億5千1百万円（1.5％）減少の96億9千6百

万円となりました。主な要因は、未成工事支出金8千4百万円及び建設仮勘定9千2百万円の増加と現金預金1億4千

6百万円及び受取手形・完成工事未収入金1億8千7百万円の減少であります。 

 負債の部は、前連結会計年度末に比べ1億5千7百万円（3.6％）減少の42億9千万円となりました。主な要因

は、工事未払金5千5百万円及び役員退職慰労引当金1億1千7百万円の減少であります。 

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べ5百万円（0.1％）増加の54億6百万円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1億8千4百万円減少の

31億5千9百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は、3千6百万円（前第２四半期連結累計期間2億7千9百万円の増加）であり、その

主な要因は、税金等調整前四半期純利益1億2千4百万円及び売上債権の減少1億8千3百万円による資金の増加と退

職給付引当金の減少1億5千6百万円及び未成工事支出金の増加9千2百万円による資金の減少であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は、1億8千万円（前第２四半期連結累計期間1億1千8百万円の減少）であり、その

主な要因は、定期預金の増加3千7百万円及び有形固定資産の取得1億3千4百万円による資金の減少であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は、3千9百万円（前第２四半期連結累計期間6千3百万円の減少）であり、その主な

要因は、短期借入金の増加1千6百万円及び長期借入による収入2千万円による資金の増加と配当金の支払6千8百

万円による資金の減少であります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年3月期の連結業績予想につきましては、平成24年5月14日に発表いたしました内容について見直しを行っ

ておりません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

        単位:百万円

項  目 当第２四半期 前 年 同 期 増 減 額 増 減 率 

受 注 高  6,741  6,183  558 ％ 9.0

売 上 高  6,251  5,929  321 ％ 5.4

営 業 利 益  158  112  46 ％ 41.0

経 常 利 益  183  137  45 ％ 32.9

四半期純利益  80  113  △33 ％ △29.4



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 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日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、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

純利益はそれぞれ2,286千円増加しております。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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）

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 2,905,652 2,759,169

受取手形・完成工事未収入金 2,960,050 2,772,504

有価証券 555,494 555,706

未成工事支出金 36,725 121,299

材料貯蔵品 46,527 54,278

繰延税金資産 84,572 117,963

その他 126,005 147,154

貸倒引当金 △4,569 △3,949

流動資産合計 6,710,458 6,524,127

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 460,824 448,507

土地 1,123,744 1,123,744

建設仮勘定 － 92,918

その他（純額） 180,687 227,170

有形固定資産合計 1,765,256 1,892,341

無形固定資産 11,292 10,226

投資その他の資産   

投資有価証券 440,422 406,789

長期貸付金 3,007 2,288

繰延税金資産 898,060 826,936

その他 19,658 37,178

貸倒引当金 － △3,717

投資その他の資産合計 1,361,148 1,269,475

固定資産合計 3,137,697 3,172,044

資産合計 9,848,155 9,696,171

負債の部   

流動負債   

工事未払金 998,555 943,078

短期借入金 8,496 23,822

未払法人税等 39,102 39,894

賞与引当金 191,938 172,070

完成工事補償引当金 9,282 9,394

工事損失引当金 2,191 2,191

その他 771,104 837,684

流動負債合計 2,020,669 2,028,135

固定負債   

長期借入金 3,808 17,996

退職給付引当金 1,923,181 1,886,274

役員退職慰労引当金 245,553 127,754

負ののれん 22,130 20,857

長期未払金 221,310 198,325

その他 11,341 10,676

固定負債合計 2,427,326 2,261,883

負債合計 4,447,996 4,290,018



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 611,000 611,000

資本剰余金 329,364 329,364

利益剰余金 4,542,880 4,554,829

自己株式 △90,263 △90,481

株主資本合計 5,392,981 5,404,712

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △27,154 △13,905

その他の包括利益累計額合計 △27,154 △13,905

少数株主持分 34,332 15,345

純資産合計 5,400,159 5,406,153

負債純資産合計 9,848,155 9,696,171



（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：千円）

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) 

完成工事高 5,929,574 6,251,117

完成工事原価 5,130,190 5,394,261

完成工事総利益 799,384 856,855

販売費及び一般管理費 687,118 698,532

営業利益 112,265 158,323

営業外収益   

受取利息 833 762

受取配当金 5,233 6,250

受取地代家賃 5,343 5,088

持分法による投資利益 6,233 4,884

その他 9,718 10,266

営業外収益合計 27,362 27,252

営業外費用   

支払利息 301 235

手形売却損 33 22

その他 1,510 2,145

営業外費用合計 1,845 2,403

経常利益 137,782 183,171

特別利益   

固定資産売却益 803 1,429

投資有価証券売却益 241 －

負ののれん発生益 24,931 1,506

特別利益合計 25,976 2,935

特別損失   

固定資産売却損 19 －

固定資産除却損 716 4,209

投資有価証券評価損 － 57,006

特別損失合計 735 61,216

税金等調整前四半期純利益 163,022 124,891

法人税、住民税及び事業税 25,295 33,095

法人税等調整額 40,476 30,467

法人税等合計 65,771 63,562

少数株主損益調整前四半期純利益 97,251 61,328

少数株主損失（△） △16,458 △18,987

四半期純利益 113,709 80,315



（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：千円）

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 97,251 61,328

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 122 13,249

その他の包括利益合計 122 13,249

四半期包括利益 97,373 74,577

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 113,831 93,564

少数株主に係る四半期包括利益 △16,458 △18,987



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 163,022 124,891

減価償却費 66,052 68,979

負ののれん償却額 △1,273 △1,273

負ののれん発生益 △24,931 △1,506

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,050 3,061

賞与引当金の増減額（△は減少） △56,236 △19,867

退職給付引当金の増減額（△は減少） △55,292 △156,956

その他の引当金の増減額（△は減少） △16 112

受取利息及び受取配当金 △6,067 △7,013

支払利息 301 235

投資有価証券評価損益（△は益） － 57,006

持分法による投資損益（△は益） △6,233 △4,884

その他の損益（△は益） △240 2,852

売上債権の増減額（△は増加） 514,886 183,828

未成工事支出金の増減額（△は増加） △23,307 △92,324

仕入債務の増減額（△は減少） △255,880 △51,174

その他の資産の増減額（△は増加） 93,854 △21,281

その他の負債の増減額（△は減少） △81,346 △25,593

小計 326,241 59,089

利息及び配当金の受取額 8,099 9,040

利息の支払額 △319 △259

法人税等の支払額 △54,617 △31,869

営業活動によるキャッシュ・フロー 279,403 36,000

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） △26,002 △37,751

有形固定資産の取得による支出 △94,545 △134,807

有形固定資産の売却による収入 947 1,438

無形固定資産の取得による支出 △1,434 △401

投資有価証券の売却による収入 2,722 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 60 150

長期貸付金の回収による収入 967 719

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 2,842

その他 △1,153 △13,142

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,439 △180,952

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） 6,000 16,856

長期借入れによる収入 － 20,000

長期借入金の返済による支出 △4,248 △7,342

自己株式の売却による収入 2,253 －

自己株式の取得による支出 △290 △217

配当金の支払額 △67,123 △68,366

少数株主への配当金の支払額 △540 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,947 △39,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 97,016 △184,021

現金及び現金同等物の期首残高 2,952,618 3,343,694

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,049,634 3,159,672



  該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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