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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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）

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 ％

26年3月期第3四半期 201,737 4.1 11,727 29.5 12,318 31.9 9,008 73.3
25年3月期第3四半期 193,790 11.9 9,057 322.3 9,339 285.9 5,197 35.9

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 10,301百万円 （73.3％） 25年3月期第3四半期 5,942百万円 （63.9％）

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3四半期 89.11 88.86
25年3月期第3四半期 50.01 49.95

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第3四半期 194,438 129,017 66.2 1,278.93
25年3月期 200,412 122,387 60.9 1,199.86
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 128,695百万円 25年3月期 121,981百万円

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

25年3月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00
26年3月期 ― 12.00 ―
26年3月期（予想） 12.00 24.00

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）  
（％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 305,000 1.2 18,500 2.5 18,700 3.2 12,700 12.3 126.79



(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 
（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 『四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用』 」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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レビュー手続き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。 

※ 注記事項

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
②①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） 26年3月期3Q 117,812,419 株 25年3月期 117,812,419 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 17,184,809 株 25年3月期 16,148,819 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 101,085,812 株 25年3月期3Q 103,910,184 株
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（１）経営成績に関する説明 

 情報通信分野におきましては、光アクセス等の固定通信関連工事は全体としては減少傾向が続く一方、移動通信関

連工事はＬＴＥのサービスエリア拡大、サービス品質向上に向けたネットワークの構築・整備等が一段と活発化して

おります。 

 また、公共・民間分野におきましては、復興、防災・減災、再生可能エネルギー、インフラ老朽化対策、東京オリ

ンピック開催等を目的とした設備投資意欲がより積極化するとともに、社会におけるＩＣＴ利活用のニーズも一層高

まることが期待されております。 

 このような事業環境下において、当社グループは平成26年３月期をスタートとする新たな中期経営計画を策定し、

「トータルＩＣＴソリューションをグループ一体で推進し、価値創造と成長基盤を確立する」という新ビジョンのも

と、グループ一体となって、コア事業である通信インフラ構築関連の生産性・品質向上を一層推進するとともに、Ｉ

ＣＴソリューション事業、保守業務等を新たなコア事業として確立させ、更に将来に向けた周辺事業、新事業の積極

拡大を図ることで、環境変化に強い経営基盤の確立に努めております。 

 当第３四半期連結累計期間におけるセグメント別の概況は、次のとおりであります。 

  

① エンジニアリングソリューション  

 受注高につきましては、前年同期の通信インフラ関連工事の一時的な受注増並びに環境・社会インフラの大型受注

の反動により、前年同期に比べ減少となりましたが、全体としては順調に推移しております。 

 完成工事高につきましては、順調に推移し、前年同期と比べ増加となりました。 

  

② システムソリューション 

 受注高、完成工事高ともに順調に推移し、前年同期と比べ増加となりました。 

  

 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2,199億円（前年同期比92.7％）、完成工事高は

2,017億３千７百万円（前年同期比104.1％）となりました。損益面につきましては、営業利益は117億２千７百万円

（前年同期比129.5％）、経常利益は123億１千８百万円（前年同期比131.9％）、四半期純利益は90億８百万円（前

年同期比173.3％）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ59億７千３百万円減少し、1,944億３千８百万

円となりました。これは主に受取手形・完成工事未収入金の減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比べ126億３百万円減少し、654億２千万円となりました。これは主に支払手形・工事

未払金の減少によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ66億２千９百万円増加し、1,290億１千７百万円となりました。これは主に利

益剰余金の増加によるものであります。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 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日に発表いたしました業績予想から変更はあり  

ません。 

      

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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しております。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,306 6,939

受取手形・完成工事未収入金 86,245 49,900

有価証券 6,315 9,619

未成工事支出金等 24,082 45,030

その他 7,033 7,891

貸倒引当金 △77 △38

流動資産合計 131,906 119,343

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 16,528 17,853

土地 29,364 31,181

その他（純額） 1,814 2,185

有形固定資産合計 47,707 51,220

無形固定資産   

のれん 2,621 2,110

その他 2,036 3,014

無形固定資産合計 4,658 5,125

投資その他の資産   

その他 17,584 20,046

貸倒引当金 △1,444 △1,297

投資その他の資産合計 16,139 18,749

固定資産合計 68,505 75,095

資産合計 200,412 194,438
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 35,553 24,093

短期借入金 3,563 5,050

未払法人税等 6,663 3,156

未成工事受入金 1,662 5,414

引当金 1,933 2,465

その他 14,540 10,996

流動負債合計 63,916 51,175

固定負債   

長期借入金 5,694 5,441

退職給付引当金 4,705 4,790

その他の引当金 485 399

その他 3,221 3,614

固定負債合計 14,107 14,245

負債合計 78,024 65,420

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,888 6,888

資本剰余金 6,300 6,608

利益剰余金 118,296 124,919

自己株式 △12,408 △13,924

株主資本合計 119,077 124,492

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,895 4,189

為替換算調整勘定 9 13

その他の包括利益累計額合計 2,904 4,203

新株予約権 231 152

少数株主持分 174 169

純資産合計 122,387 129,017

負債純資産合計 200,412 194,438
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

完成工事高 193,790 201,737

完成工事原価 171,377 176,838

完成工事総利益 22,412 24,899

販売費及び一般管理費 13,354 13,172

営業利益 9,057 11,727

営業外収益   

受取利息 28 16

受取配当金 169 172

その他 950 808

営業外収益合計 1,148 997

営業外費用   

支払利息 46 38

固定資産売却損 82 134

子会社整理損 214 －

その他 524 232

営業外費用合計 867 406

経常利益 9,339 12,318

特別利益   

固定資産売却益 － 2,208

償却債権取立益 － 962

特別利益合計 － 3,170

税金等調整前四半期純利益 9,339 15,488

法人税等 4,137 6,491

少数株主損益調整前四半期純利益 5,202 8,996

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5 △11

四半期純利益 5,197 9,008
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 5,202 8,996

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 742 1,294

為替換算調整勘定 △1 10

その他の包括利益合計 740 1,304

四半期包括利益 5,942 10,301

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,938 10,306

少数株主に係る四半期包括利益 4 △5
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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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