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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

当連結会計年度における日本経済は、雇用・所得環境の改善や堅調な企業業績に支えられ緩やかな回復基調で推

移しましたが、一方で中国をはじめとする新興国経済の減速、原油価格の下落、米国の利上げ後の円高などを背景

に、日銀がマイナス金利を導入するなど、景気の先行きが不透明な状況となっております。

当社グループの主要な事業分野であります情報通信事業分野の内、ブロードバンドサービス市場では、光アクセ

スサービスの契約数が平成２７年１２月末に前年同月と比べ１２３万件増の２，７５７万件と微増で推移しており

ます。光アクセスサービスは、光コラボレーションモデルの提供開始に伴い、携帯電話とのセット割に加え、異業

種と連携したサービスが創出されるなど、新たな市場が形成されつつあります。

移動通信事業分野では、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥアドバンスト）の導入が始まり、データ通信速度の

高速化やサービスの高度化が進む一方、政府による携帯料金の値下げ要請や端末の販売方法の見直しにＳＩＭロッ

ク解除やＭＶＮＯの台頭も相まって、携帯販売が変革期を迎えております。また政府の観光立国推進の後押しもあ

り、訪日外国人旅行者への「おもてなしサービス」や防災・減災、住民サービスの向上などの観点から自治体や観

光地、各通信事業者によるWi-Fiをはじめとする無料公衆無線ＬＡＮスポットのエリア拡大が急速に進み、情報通信

環境が一段と整備されつつあります。

情報サービス事業においては、ビッグデータやＩＣＴインフラの整備により、ＩｏＴや人工知能など新たなサー

ビスやイノベーションの創造が進んでおり、従来の産業・社会構造に大きな変化をもたらすことが期待されており

ます。

このような事業環境下、当社グループにおきましては、当年度を中期経営計画「SGK2015」の締めくくりにあたる

重要な年度と位置付け、成長戦略のさらなる推進はもとより、次のステージを見据えた事業構造の変革にスピード

感を持って着手してまいりました。具体的には、既存主力事業の受注・価格競争が激化する厳しい状況のなか、ア

クセス工事においてはソリューション案件も含めた施工・保守一体受注を推進し、一層の事業の効率化や生産性向

上に注力いたしました。また、政府が進める国土強靭化・社会資本の整備に対応した道路設備工事や新エネルギー

分野にリソースを重点配分するとともに、新たに消防設備分野に参入するなど一般工事の拡大に努めました。さら

に、地元のビッグイベントとして伊勢志摩サミットにおいては、通信インフラ構築とソリューションの両面からサ

ポートするとともに、関連工事にも積極的に対応してまいりました。このほか、光コラボレーションへの対応とし

て、グループ会社のフューチャーインが「フューチャーイン光」を昨年１２月よりサービス開始し積極的な取り組

みをスタートしました。

このように「SGK2015」の最終年度としてグループ一体で様々な施策に取り組んでまいりましたが、光アクセス工

事及び移動通信工事の減少ならびに原価率の悪化により、当社グループの当連結会計年度の業績につきましては、

連結受注高535億42百万円（前期比93.1％）、連結売上高540億23百万円（前期比91.7％）、連結営業利益につきま

しては、15億85百万円（前期比59.5％）、連結経常利益17億62百万円（前期比62.1％）、親会社株主に帰属する当

期純利益10億19百万円（前期比71.1％）と減収減益となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

① 通信建設事業

受注高は416億35百万円(前期比90.4％)、売上高は421億16百万円(前期比88.7％)となり、セグメント利益(営業利

益)は12億94百万円(前期比53.3％)となりました。

② 情報サービス事業

売上高は119億7百万円(前期比104.0％)となり、セグメント利益(営業利益)は2億95百万円(前期比92.4％)となり

ました。
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(次期の見通し)

次期の見通しにつきましては、市場環境をしっかり見極め、拡大分野に経営資源を集中することにより、以下の

とおり見込んでおります。

(連結業績予想)

売上高 56,000百万円 (前期比増減 3.7％)

営業利益 1,800百万円 (前期比増減 13.6％)

経常利益 2,000百万円 (前期比増減 13.5％)

親会社株主に帰属する当期純利益 1,400百万円 (前期比増減 37.3％)

（２）財政状態に関する分析

（資産、負債及び純資産の状況）

① 資産

　流動資産は、前連結会計年度に比べて、1.0％増加し、269億67百万円となりました。

これは、主として現金預金が18億36百万円増加したことによります。

　固定資産は、前連結会計年度に比べて、5.8％減少し、196億19百万円となりました。

これは、主として投資有価証券が4億41百万円減少したことによります。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.0％減少し、465億87百万円となりました。

② 負債

　流動負債は、前連結会計年度に比べて、16.8％減少し、100億23百万円となりました。これは、主として一年

内返済予定の長期借入金が8億58百万円減少したことによります。

　固定負債は、前連結会計年度に比べて、12.2％増加し、38億10百万円となりました。これは、長期借入金が8

億18百万円増加したことによります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて10.5％減少し、138億34百万円となりました。

③ 純資産

　純資産合計は、前連結会計年度に比べて、2.1％増加し、327億52百万円となりました。これは、主として利

益剰余金が7億25百万円増加したことによります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期

自己資本比率 64.6 63.6 62.2 66.1 68.8

時価ベースの自己資本比率 21.0 24.0 25.7 28.3 22.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.7 ― 1.3 0.4 0.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

271.6 ― 138.3 458.8 242.3

（注）自己資本比率 ：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値によるものであります。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

　 ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

　 しております。

　 また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

４．営業キャッシュ・フローがマイナスの期については、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及び、インタレス

　 ト・カバレッジ・レシオについては記載を省略しております。
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と位置付けております。配当政策といたしましては、業績に

基づき、長期的かつ安定的な事業展開に必要な内部留保の充実に努めると共に、安定的配当の継続実施を基本とし

て配分を行う方針といたしております。

　この方針に基づき、中間配当を１株につき６円（普通配当６円）といたしました。当期の期末配当金につきまし

ては株主の皆様への利益還元に努めることを考慮いたしまして、１株につき８円（普通配当８円）、年間14円（普

通配当14円）とさせていただく予定です。

　次期の配当につきましては、上記の基本方針及び業績予想から、１株につき中間配当６円（普通配当６円）及び

期末配当８円（普通配当８円）を予定しております。

（４）事業等のリスク

　当社グループの受注高は、通信建設事業が約80％を占めるため、情報通信事業者の設備動向により、売上高並び

に利益が大きく影響を受けることがあります。

　また、当社グループは品質、環境、労働安全衛生、情報セキュリティの各マネジメントシステムを導入し“安

全・品質・環境・信頼”を確保し、社会に貢献できる企業を目指しておりますが、不測の事態が発生した場合にそ

の状況によっては、当社グループの信頼の失墜となり、会社業績は大きな影響を受ける可能性があります。
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２．企業集団の状況

　当社グループは、当社、子会社18社及び関連会社１社で構成され、主な事業内容と当社グループの当該事業に係

る位置付けは次のとおりであります。

(1) 通信建設事業

　連結財務諸表提出会社でありますシーキューブ㈱は、建設業法の定めるところによる建設業者としての許可を受

け、電気通信施設建設工事等に関する総合請負を行っており、ＮＴＴ西日本からの受注工事が最も多い状況であり

ます。

　シーキューブ㈱は、受注工事の一部を子会社東海通建㈱ほか11社、関連会社三愛建設㈱に発注し施工させており

ます。また、子会社の㈱シーキューブトータルサービスは工事車両のリース事業等を行っております。

　通信建設事業の主な内容は次のとおりであります。

　ＮＴＴ通信設備工事として、ＮＴＴ西日本向けに通信ケーブル設備、宅内装置、ＩＰネットワークシステム

などの工事の設計・施工・保守を手がけております。また、携帯電話事業者からの移動通信設備工事として携

帯電話基地局・Ｗi-Ｆi基地局設備、ＬＴＥ・ＷｉＭＡＸなどのモバイル設備の設計・施工・保守を手がける

ほか、官公庁や企業向けに通信設備工事、情報システム設備の構築を行っております。

(2) 情報サービス事業

　サーバー・パソコンを主体としたシステム及びＩＰ－ＰＢＸ、ＩＰ電話、携帯電話等通信システム並びに周辺機

器の提案・販売・構築、ソフトウェアの開発等をシーキューブ㈱、子会社の㈱フューチャーインで行っております。

　事業の系統図は次のとおりであります。
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　シーキューブグループは企業理念として、

存在意義を「最善の技術で心を伝え 人間性豊かな社会を創造します。」

経営姿勢を「一人ひとりの創意を結集し、夢のあるダイナミックな経営を行います。」

行動指針を「私達はチャレンジ精神とイノベーションでグローバルに行動します。」

と定め、株主様、お客様、従業員、取引先、地域社会にとって価値ある企業を目指し、『すごい会社』創りに挑戦

することを基本方針にしております。

　

（２）目標とする経営指標

　当社グループは、上記の基本方針をもとに、グループで理念・戦略の共有化を行いグループのシナジー効果を

追求して、グループ業績の最大化を目指しております。

　目標とする経営指標としましては、売上高ならびに営業利益の拡大を目指してまいります。

（３）会社の対処すべき課題と中長期的な経営戦略

　ブロードバンドサービス市場における光コラボレーションモデルの導入、移動通信事業分野におけるデータ通信

速度の高速化やサービスの高度化、および政府による携帯料金の値下げ要請や端末機器販売方法の見直し、更には

ビッグデータ、ＩｏＴ、人工知能など新たなサービスやイノベーションの創造が進むなど、当社グループを取り巻

く事業環境は急激に変化を続けております。

　このような環境下、当社グループは、前中期経営計画「SGK2015」で成長戦略として推進した「既存事業の量

的・面的拡大」および「新規事業の開拓」の成果を礎に、激しい変化の波を飛躍のチャンスと捉え、市場環境をし

っかりと見極め、拡大分野に経営資源を集中することにより、積極的な事業構造の変革に挑戦していくことが必要

と判断し、新中期経営計画「SGK2020」を策定いたしました。

　この「SGK2020」は、「事業環境の変化の波を乗り越え、更なる成長へ挑戦し、すごい会社を目指す」を基本方

針とし、2016年度からの５か年で、①一般設備工事、情報サービス事業の飛躍的拡大（challenge） ②通信設備工

事の基盤事業としての強化（change）③次世代に向けた新たな収益の柱の創造（create）に取り組んでまいりま

す。

　こうした事業展開により、当社グループの明るい未来を築き上げていくとともに、次世代情報通信および社会イ

ンフラ整備の一翼を担う企業として、お客様や社会に貢献していくことを目指してまいります。

　当社グループは、新中期経営計画「SGK2020」の期間を２つに区切り、次のとおり数値目標を定めております。

　 STAGEⅠ 2017年度（平成29年度） 連結売上高 600億円

　 連結営業利益 20億円

　 STAGEⅡ 2020年度（平成32年度） 連結売上高 700億円

　 連結営業利益 30億円

　以上のとおり当社グループは、総力を挙げて、今後も『すごい会社』創りを目指し、積極的な事業展開に取り組

んでまいります。

　

（注）１．『すごい会社』：全てのステークホルダー（株主様、お客様、従業員、取引先、地域社会）

　 それぞれから「すごい」と言われるようにシーキューブグループが目指す会社像。

　 ２．「SGK2020」 ：シーキューブグループ新中期経営計画（2016年度からの５か年）のこと。

　 なお、SGKの意味は、

　 １つは、「SuGoi Kaisya」（すごい会社）にすること

　 ２つは、「Success and Growth Keys」（成功と発展の鍵）のこと。

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国際的な事業展開や資金調達を行っておりませんので、日本基準に基づき連結財務諸表を作成し

ております。
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５．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当連結会計年度
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,736 7,572

受取手形・完成工事未収入金等 17,283 16,266

未成工事支出金 1,883 1,254

商品 120 260

仕掛品 52 84

材料貯蔵品 347 335

繰延税金資産 344 373

その他 944 840

貸倒引当金 △18 △20

流動資産合計 26,694 26,967

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,858 4,625

機械、運搬具及び工具器具備品（純
額）

1,348 1,085

土地 8,420 8,092

その他（純額） 69 69

有形固定資産合計 14,697 13,872

無形固定資産

のれん 87 17

その他 956 1,154

無形固定資産合計 1,044 1,172

投資その他の資産

投資有価証券 3,049 2,608

繰延税金資産 1,199 1,123

その他 848 845

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 5,095 4,575

固定資産合計 20,836 19,619

資産合計 47,530 46,587
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当連結会計年度
(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 6,072 5,870

短期借入金 1,208 1,205

1年内返済予定の長期借入金 885 26

リース債務 96 80

未払法人税等 400 329

未成工事受入金 90 116

賞与引当金 523 507

役員賞与引当金 75 80

工事損失引当金 4 37

その他 2,696 1,768

流動負債合計 12,052 10,023

固定負債

長期借入金 117 935

リース債務 139 114

再評価に係る繰延税金負債 367 311

役員退職慰労引当金 169 147

退職給付に係る負債 2,556 2,252

その他 47 49

固定負債合計 3,397 3,810

負債合計 15,450 13,834

純資産の部

株主資本

資本金 4,104 4,104

資本剰余金 3,801 3,801

利益剰余金 24,708 25,433

自己株式 △136 △136

株主資本合計 32,479 33,203

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 784 600

土地再評価差額金 △1,648 △1,713

退職給付に係る調整累計額 △218 △51

その他の包括利益累計額合計 △1,082 △1,164

非支配株主持分 683 713

純資産合計 32,080 32,752

負債純資産合計 47,530 46,587
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高

完成工事高 47,489 42,116

商品売上高 11,443 11,907

売上高合計 58,933 54,023

売上原価

完成工事原価 42,719 38,881

商品売上原価 9,323 9,580

売上原価合計 52,042 48,462

売上総利益

完成工事総利益 4,769 3,234

商品売上総利益 2,120 2,326

売上総利益合計 6,890 5,561

販売費及び一般管理費 4,225 3,976

営業利益 2,664 1,585

営業外収益

受取利息及び配当金 66 71

受取保険金 11 11

受取賃貸料 75 74

その他 68 60

営業外収益合計 222 217

営業外費用

支払利息 12 11

賃貸原価 29 25

その他 6 3

営業外費用合計 47 39

経常利益 2,839 1,762

特別利益

固定資産売却益 34 27

投資有価証券売却益 ― 128

その他 2 0

特別利益合計 37 156

特別損失

固定資産除売却損 34 89

減損損失 71 ―

その他 1 ―

特別損失合計 107 89

税金等調整前当期純利益 2,768 1,828

法人税、住民税及び事業税 967 759

法人税等調整額 329 4

法人税等合計 1,297 764

当期純利益 1,471 1,064

非支配株主に帰属する当期純利益 36 44

親会社株主に帰属する当期純利益 1,434 1,019
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当期純利益 1,471 1,064

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 324 △182

土地再評価差額金 37 17

退職給付に係る調整額 64 167

その他の包括利益合計 426 1

包括利益 1,898 1,066

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,861 1,020

非支配株主に係る包括利益 36 45
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,104 3,801 23,605 △136 31,375

会計方針の変更によ

る累積的影響額
― ― 2 ― 2

会計方針の変更を反映

した当期首残高
4,104 3,801 23,607 △136 31,378

当期変動額

剰余金の配当 △377 △377

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,434 1,434

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の

取崩
43 43

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 1,101 △0 1,100

当期末残高 4,104 3,801 24,708 △136 32,479

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
土地再評価差額金

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 459 △1,642 △283 △1,465 658 30,568

会計方針の変更によ

る累積的影響額
― ― ― ― 3 5

会計方針の変更を反映

した当期首残高
459 △1,642 △283 △1,465 662 30,574

当期変動額

剰余金の配当 △377

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,434

自己株式の取得 △0

土地再評価差額金の

取崩
43

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

324 △6 65 383 21 404

当期変動額合計 324 △6 65 383 21 1,505

当期末残高 784 △1,648 △218 △1,082 683 32,080

決算短信（宝印刷） 2016年05月07日 18時26分 13ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



シーキューブ株式会社(1936) 平成28年３月期 決算短信

― 12 ―

当連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,104 3,801 24,708 △136 32,479

会計方針の変更によ

る累積的影響額
― ― ― ― ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
4,104 3,801 24,708 △136 32,479

当期変動額

剰余金の配当 △377 △377

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,019 1,019

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の

取崩
82 82

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

△0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― △0 725 △0 724

当期末残高 4,104 3,801 25,433 △136 33,203

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
土地再評価差額金

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 784 △1,648 △218 △1,082 683 32,080

会計方針の変更によ

る累積的影響額
― ― ― ― ― ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
784 △1,648 △218 △1,082 683 32,080

当期変動額

剰余金の配当 △377

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,019

自己株式の取得 △0

土地再評価差額金の

取崩
82

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

△0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△183 △65 166 △82 29 △52

当期変動額合計 △183 △65 166 △82 29 672

当期末残高 600 △1,713 △51 △1,164 713 32,752
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,768 1,828

のれん償却額 70 70

減価償却費及びその他の償却費 1,273 1,235

減損損失 71 -

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7 4

工事損失引当金の増減額（△は減少） 1 33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △31 △55

受取利息及び受取配当金 △66 △71

支払利息 12 11

投資有価証券売却損益（△は益） - △128

売上債権の増減額（△は増加） 1,993 1,017

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,055 468

仕入債務の増減額（△は減少） △146 △202

その他の負債の増減額（△は減少） 13 △772

その他 △151 122

小計 6,871 3,563

利息及び配当金の受取額 66 71

利息の支払額 △12 △11

法人税等の支払額 △1,313 △875

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,611 2,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △365 △254

定期預金の払戻による収入 328 225

有形固定資産の取得による支出 △1,087 △692

有形固定資産の売却による収入 81 287

投資有価証券の取得による支出 △5 △29

投資有価証券の売却による収入 - 340

その他 △644 △286

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,693 △410

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） △1,263 △3

長期借入れによる収入 120 850

長期借入金の返済による支出 △142 △890

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △377 △377

非支配株主への配当金の支払額 △13 △15

その他 △92 △93

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,768 △529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,149 1,807

現金及び現金同等物の期首残高 3,388 5,538

現金及び現金同等物の期末残高 5,538 7,345
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（５）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)

該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 18社

子会社は全て連結しております。

２ 持分法の適用に関する事項

すべての関連会社(１社)に対する投資について、持分法を適用しております。

持分法適用会社数及び会社名

関連会社1社

三愛建設㈱

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。

４ 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

② たな卸資産

未成工事支出金

個別法による原価法

商品

移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）

仕掛品

個別法による原価法

材料貯蔵品

先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法(ただし、親会社の本店建物、構築物並びに機械装置(建物に附帯する立体駐車場)、連結子会社のうち２

社の建物及び平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法（ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法）

③ リース資産

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、原則と

して、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与に充てるため、支給見込額に基づいて計上しております。

③ 役員賞与引当金

一部の連結子会社は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

④ 工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、そ

の金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

連結子会社において、役員の退職金の支給に備えるため、会社内規に基づき連結会計年度末要支給額を計上し

ております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処

理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

① 売上高及び売上原価の計上基準

請負工事及び受注製作ソフトウェアに係る売上高の計上基準は、当連結会計年度末までの進捗部分について成

果の確実性が認められる場合は工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他は工事完成基準

を適用しております。

② ファイナンス・リース取引に係る収益計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

３年間で均等償却しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
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(会計方針の変更)

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を、当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動に

よる差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方

法に変更いたしました。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の

確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変

更いたします。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っ

ております。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行ってお

ります。

連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキ

ャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更しておりま

す。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）

及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

　なお、これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益、並びに当連結会計年

度末の資本剰余金に与える影響額は軽微であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等に

おいて、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループは、「通信建設事業」と「情報サービス事業」の２つの事業を当社及び各連結子会社がそれぞれ展

開しており、当社はこの２つを報告セグメントとしております。

「通信建設事業」は、電気通信設備・電気設備及び土木に関する建設工事を主とする総合請負業並びにこれらに関

連する事業を、「情報サービス事業」は、サーバー・パソコンを主体としたシステム及びＩＰ－ＰＢＸ、ＩＰ電話、

携帯電話等通信システム並びに周辺機器の提案・販売・構築、ソフトウェアの開発等の事業をそれぞれ行っており

ます。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。

セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　前連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸表
計上額（注）２

通信建設事業 情報サービス事業 計

売上高

外部顧客への売上高 47,489 11,443 58,933 ― 58,933

セグメント間の内部
売上高又は振替高

289 1,120 1,409 △1,409 ―

計 47,779 12,564 60,343 △1,409 58,933

セグメント利益 2,428 320 2,748 △83 2,664

セグメント資産 42,319 5,820 48,139 △609 47,530

その他の項目

減価償却費 1,194 86 1,280 △26 1,254

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,461 305 1,766 △86 1,680

(注)１(1)セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

　 （2)セグメント資産の調整額は、セグメント間の債権の相殺消去等によるものであります。

　 ２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ 減価償却費の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

４ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

　当連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸表
計上額（注）２

通信建設事業 情報サービス事業 計

売上高

外部顧客への売上高 42,116 11,907 54,023 ― 54,023

セグメント間の内部
売上高又は振替高

266 666 932 △932 ―

計 42,383 12,573 54,956 △932 54,023

セグメント利益 1,294 295 1,590 △5 1,585

セグメント資産 41,466 5,742 47,209 △621 46,587

その他の項目

減価償却費 1,125 102 1,228 △24 1,203

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

990 193 1,183 △75 1,107

(注)１(1)セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

　 （2)セグメント資産の調整額は、セグメント間の債権の相殺消去等によるものであります。

　 ２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ 減価償却費の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

４ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
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【関連情報】

　前連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

西日本電信電話株式会社 21,749 通信建設事業

　当連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

西日本電信電話株式会社 19,654 通信建設事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

１株当たり純資産額 (円) 1,165.78 1,189.67

１株当たり当期純利益金額 (円) 53.26 37.86

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額 (円)

― ―

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益金額及び１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

(1) １株当たり当期純利益金額

項目
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益
　 (百万円)

1,434 1,019

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益 (百万円)

1,434 1,019

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数 (千株) 26,932 26,931

(2) １株当たり純資産額

項目
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当連結会計年度

（平成28年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額
(百万円)

32,080 32,752

普通株式に係る純資産額 (百万円) 31,396 32,039

差額の主な内訳
　非支配株主持分 (百万円)

683 713

普通株式の発行済株式数 (千株) 27,644 27,644

普通株式の自己株式数 (千株) 712 713

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数 (千株)

26,931 26,931

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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６．その他

（１）役員の異動

　

１．代表者の異動

該当事項はありません。

２．その他の役員の異動（平成28年６月28日付予定）

①新任取締役候補

取締役 ＮＴＴ事業グループアクセス事業本部 伊藤 金一 現 理事ＮＴＴ事業グループアクセス事業本部

　愛知支店長 愛知支店長

②昇任取締役候補

常務取締役 メディアネットワーク事業グループ長 長野 弘 現 取締役メディアネットワーク事業グループ長

　 兼同グループネットワーク事業部長 兼同グループネットワーク事業部長

③退任予定取締役

現 常務取締役 伊藤 鋭夫

現 常務取締役 ＮＴＴ事業グループ長 田中 和一

④新任監査役候補

社外監査役 池辺 裕昭 現 株式会社ＮＴＴファシリティーズ顧問

社外監査役 田邊 仁一 現 エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・

　 サービス株式会社代表取締役社長

現 株式会社アール・キュービック代表取締役社長

⑤退任予定監査役

現 社外監査役 今井 郁次

現 社外監査役 田中 甲志雄
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７．補足情報

　

参考資料

(営業収益等の推移) (単位 百万円)

売上高
対前期
増減率

営業利益
対前期
増減率

経常利益
対前期
増減率

当期
純利益

対前期
増減率

平成24年３月期
(第59期)

48,450 △3.1% 2,296 1.6% 2,502 1.3% 1,530 46.0%

平成25年３月期
(第60期)

54,382 12.2% 2,898 26.2% 3,076 22.9% 1,788 16.9%

平成26年３月期
(第61期)

64,155 18.0% 3,366 16.2% 3,516 14.3% 1,948 9.0%

平成27年３月期
(第62期)

58,933 △8.1% 2,664 △20.9% 2,839 △19.3% 1,434 △26.4%

平成28年３月期
(第63期)

54,023 △8.3% 1,585 △40.5% 1,762 △37.9% 1,019 △28.9%

(設備投資について) (単位 百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

土地、建物、構築物 404 83

機械・運搬具、工具器具備品等 1,275 1,024

合計 1,680 1,107

減価償却費 1,254 1,203

次期(平成28年４月～平成29年３月)の計画としては、土地・建物等に63百万円、機械・運搬具等に450百万円並びに工

具器具・備品に142百万円の合計656百万円を予定しております。

(連結生産、受注及び販売の状況と予想) (単位 百万円)

期 別 前連結
会計年度
(26.4.1～
27.3.31)

当連結
会計年度
(27.4.1～
28.3.31)

対前年比

増減

次期予想
(28.4.1～
29.3.31)

対前年比

増減

工 事 種 別 金額 金額 ％ 金額 ％

売
上
高

通信建設業 47,489 42,116 △11.3 43,500 3.3

情報サービス事業 11,443 11,907 4.0 12,500 5.0

合計 58,933 54,023 △8.3 56,000 3.7

受
注
高

通信建設業 46,059 41,635 △9.6 43,500 4.5

情報サービス事業 11,443 11,907 4.0 12,500 5.0

合計 57,503 53,542 △6.9 56,000 4.6

受
注
残
高

通信建設業 6,582 6,100 △7.3 6,100 ―

合計 6,582 6,100 △7.3 6,100 ―
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