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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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)

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 ％

26年３月期第２四半期 24,724 7.0 738 114.2 865 79.8 722 250.0

25年３月期第２四半期 23,101 6.6 344 ― 481 ― 206 ―

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 1,019百万円( 700.4％) 25年３月期第２四半期 127百万円( ―％)

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

26年３月期第２四半期 32.64 ―

25年３月期第２四半期 9.32 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 43,501 26,783 57.8

25年３月期 42,813 26,046 56.9

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 25,142百万円 25年３月期 24,364百万円

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

25年３月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00

26年３月期 ― 5.00

26年３月期(予想) ― 10.00 15.00

(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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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 55,000 4.3 1,400 △10.3 1,600 △11.8 850 △10.4 38.38 

(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)

（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

[（注）詳細は、3ページ【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用】をご覧下さい。]

（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 ： 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

（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) 26年３月期２Ｑ 23,138,400株 25年３月期 23,138,400株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 995,180株 25年３月期 994,026株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 22,144,079株 25年３月期２Ｑ 22,147,274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、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【連結業績予想などの将来

予測情報に関する説明】をご覧下さい。
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当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、情報通信工事業及びその他事業の増加により

受注高は283億７千８百万円（前年同期比113.0％）、完成工事高は247億２千４百万円（前年同期比

107.0％）となりました。 

 また、損益につきましては、完成工事高の増加及び工事原価率の改善等により、営業利益７億３千８

百万円（前年同期比214.2％）、経常利益８億６千５百万円（前年同期比179.8％）、四半期純利益７億

２千２百万円（前年同期比350.0％）となりました。  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が22億９千６百万円減少、受取手形・完成工

事未収入金等が28億４千９百万円減少した一方で、有価証券が30億円増加、未成工事支出金が20億８千

６百万円増加、有形固定資産が４億４千５百万円増加、投資有価証券が４億２千１百万円増加したこと

などにより、前連結会計年度末に比べ６億８千７百万円増加し、435億１百万円となりました。 

 負債は、工事未払金等が１億６千９百万円増加、未成工事受入金が３億４千１百万円増加しました

が、長期借入金が５億３千８百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ４千９百万円減

少し、167億１千８百万円となりました。 

 純資産は、配当金を２億２千１百万円支払いましたが、四半期純利益７億２千２百万円の計上、その

他有価証券評価差額金が２億７千７百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ７億３千

７百万円増加し、267億８千３百万円となりました。 

  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月９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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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(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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４．四半期連結財務諸表 

（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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,560 2,263 

受取手形・完成工事未収入金等 12,540 9,691 

リース投資資産 2,839 2,445 

有価証券 650 3,650 

未成工事支出金 2,136 4,223 

商品 476 461 

材料貯蔵品 203 333 

繰延税金資産 332 336 

その他 320 457 

貸倒引当金 △111 △40 

流動資産合計 23,948 23,823 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,851 8,616 

機械、運搬具及び工具器具備品 8,268 8,268 

土地 7,804 7,977 

建設仮勘定 26 342 

減価償却累計額 △11,420 △11,229 

有形固定資産合計 13,530 13,976 

無形固定資産 323 378 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,260 4,681 

繰延税金資産 427 275 

その他 493 528 

貸倒引当金 △168 △160 

投資その他の資産合計 5,011 5,323 

固定資産合計 18,864 19,678 

資産合計 42,813 43,501 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 5,497 5,667 

短期借入金 2,653 2,603 

未払法人税等 505 461 

未成工事受入金 125 467 

賞与引当金 665 759 

役員賞与引当金 15 8 

工事損失引当金 20 43 

その他 803 733 

流動負債合計 10,286 10,744 

固定負債   

長期借入金 2,129 1,590 

繰延税金負債 510 510 

退職給付引当金 2,813 2,854 

役員退職慰労引当金 31 34 

その他 996 983 

固定負債合計 6,481 5,973 

負債合計 16,767 16,718 

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 20,423 20,924 

自己株式 △493 △493 

株主資本合計 23,489 23,990 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 875 1,152 

その他の包括利益累計額合計 875 1,152 

少数株主持分 1,681 1,640 

純資産合計 26,046 26,783 

負債純資産合計 42,813 43,501 
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

完成工事高 23,101 24,724 

完成工事原価 21,533 22,805 

完成工事総利益 1,568 1,918 

販売費及び一般管理費 1,223 1,179 

営業利益 344 738 

営業外収益   

受取配当金 60 63 

受取地代家賃 41 40 

その他 41 30 

営業外収益合計 143 134 

営業外費用   

支払利息 3 3 

投資事業組合運用損 2 － 

その他 1 4 

営業外費用合計 6 8 

経常利益 481 865 

特別利益   

固定資産売却益 0 281 

負ののれん発生益 － 49 

特別利益合計 0 331 

特別損失   

固定資産除却損 2 4 

投資有価証券評価損 12 － 

その他 0 0 

特別損失合計 14 4 

税金等調整前四半期純利益 466 1,192 

法人税等 211 449 

少数株主損益調整前四半期純利益 254 742 

少数株主利益 48 19 

四半期純利益 206 722 
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 254 742 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △127 277 

その他の包括利益合計 △127 277 

四半期包括利益 127 1,019 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 79 1,000 

少数株主に係る四半期包括利益 48 19 
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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      （単位：百万円） 

 平成25年７月の組織再編に伴い、従来「その他」に区分しておりました土木事業について「情報 

 通信工事業」に変更しております。 

  なお、組織再編による報告セグメントの変更はありません。 

   当第２四半期連結累計期間及び前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、組織再編後のセ 

 グメントに基づき作成したものを開示しております。 

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）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成25年 4月 1日

  至 平成25年 9月30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 8,021 77.4 10,368 78.9

ソリューション事業  760 7.3  1,194 9.0

計 8,782 84.7  11,562 87.9

その他 1,587 15.3 1,585 12.1

合計  10,369 100.0  13,148 100.0

当 

期 

受 

注 

高

報

告

セ

グ

メ

ン

ト

情報通信工事業 18,633 74.2 20,240 71.3

ソリューション事業 2,672 10.7 2,907 10.3

計 21,305 84.9 23,147 81.6

その他 3,798 15.1  5,230 18.4

合計  25,104 100.0  28,378 100.0

完 

成 

工 

事 

高

報

告

セ

グ

メ

ン

ト

情報通信工事業  17,710 76.7 18,655 75.5

ソリューション事業 2,382 10.3 2,629 10.6

計  20,092 87.0  21,284 86.1

その他  3,009 13.0 3,439 13.9

合計  23,101 100.0 24,724 100.0

次 

期 

繰 

越 

受 

注 

高

報

告

セ

グ

メ

ン

ト

情報通信工事業 8,944 72.3  11,953 71.1

ソリューション事業  1,050 8.5 1,472 8.8

計  9,995 80.8 13,426 79.9

その他 2,377 19.2  3,376 20.1

合計 12,372 100.0 16,803 100.0
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