
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

     

   

 

   

     

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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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)

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２四半期 16,700 △7.3 159 △47.2 207 △39.8 125 32.4
25年３月期第２四半期 18,013 △1.9 302 △32.0 344 △29.1 94 △71.9

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 224百万円( 50.6％) 25年３月期第２四半期 149百万円(△48.4％)

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 6.29 ―
25年３月期第２四半期 4.75 ―

（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 24,822 16,757 65.3
25年３月期 26,409 16,761 61.3

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 16,197百万円 25年３月期 16,177百万円

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00

26年３月期 ― 8.00

26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）

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 36,500 △8.9 1,170 △8.0 1,250 △7.7 700 2.2 35.03

(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 ： 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 21,226,071株 25年３月期 21,226,071株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,246,481株 25年３月期 1,244,778株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 19,980,366株 25年３月期２Ｑ 19,985,129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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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、輸出が持ち直し各種政策の効果が出ているなか

で、家計所得や投資の増加傾向が続き景気回復の動きが確かなものとなることが期待されるものの、海

外景気の下振れが引き続き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、従来の固定ブロードバンドサービスが成熟化する一方で、従来型の携帯電

話からスマートフォンへの急速な移行に伴いＬＴＥ，Ｗｉ－Ｆｉなどのサービスエリアの拡大等による

通信ネットワーク環境の整備が急ピッチで進んでおります。また、政府が進めるＩＣＴ成長戦略により

ＩＣＴサービス・技術の多様化・高度化も一層加速しております。 

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、東日本大震災により被害を受けた震災被災地の情報通信設備の復旧・復興を 優先課題として取

り組むとともに、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組んでおります。 

その結果、売上高は16,700百万円(前年同四半期連結累計期間比1,313百万円減少)、営業利益は159百

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207百万円(前年同四半期連結累計期間

比137百万円減少)、四半期純利益は125百万円(前年同四半期連結累計期間比30百万円増加)となりまし

た。 

  

(電気通信工事事業) 

固定系通信事業者による高速インターネットサービスの普及拡大、また、移動体系ではＬＴＥ方式の

拡大やプラチナバンド向け基地局の新設が進められました。 

 このような経営環境の中、当第２四半期連結累計期間における受注高は17,612百万円(前年同四半期

連結累計期間比2,141百万円減少)、完成工事高は14,748百万円(前年同四半期連結累計期間比1,307百万

円減少)、セグメント利益は152百万円(前年同四半期連結累計期間比126百万円減少)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1,951百万円(前年同四半期連結累計期間比６百万円減少)、売上高は1,951百万円(前年同四

半期連結累計期間比６百万円減少)、セグメント利益は27百万円(前年同四半期連結累計期間比９百万円

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24,822百万円であり、前連結会計年度末比1,587百万円減少

しました。流動資産は16,152百万円で前連結会計年度末比1,433百万円減少しました。これは主に、完

成工事未収入金3,882百万円の減少、未成工事支出金1,722百万円の増加、現金預金888百万円の増加に

よるものであります。固定資産は8,669百万円で前連結会計年度末比153百万円減少しました。これは主

に有形固定資産110百万円の減少、投資その他の資産44百万円の減少によるものであります。 

 負債については8,064百万円と前連結会計年度末比1,583百万円減少しました。流動負債は4,771百万

円で、前連結会計年度末比1,404百万円減少しました。これは主に工事未払金1,083百万円の減少及び未

払金144百万円の減少によるものであります。固定負債は3,293百万円で前連結会計年度末比179百万円

減少しました。 

 純資産は16,757百万円と前連結会計年度末比３百万円減少しました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

  セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（２）財政状態に関する説明

(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864百万円増加の4,354百万円となりました。 

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1,175百万円(前第２四半期連結累

計期間は782百万円の増加)となりました。これは、売上債権の減少4,057百万円、仕入債務の減少

1,175百万円、未成工事支出金の増加1,722百万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21百万円(前第２四半期連結累計

期間は262百万円の減少)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139百万

円、有価証券（社債）の償還による収入100百万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290百万円(前第２四半期連結累計

期間は289百万円の減少)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26年３月期における通期の業績予想につきましては、平成25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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

㈱ＴＴＫ（1935）平成26年3月期　第2四半期決算短信

― 3 ―



該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

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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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   

現金預金 3,944 4,832

受取手形及び売掛金 794 619

完成工事未収入金 9,675 5,792

有価証券 100 99

未成工事支出金 1,971 3,694

材料貯蔵品 305 357

商品 274 261

繰延税金資産 344 331

その他 186 173

貸倒引当金 △10 △10

流動資産合計 17,586 16,152

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 5,237 5,241

機械・運搬具 464 523

土地 2,546 2,546

リース資産 874 855

建設仮勘定 5 1

その他 1,003 1,032

減価償却累計額 △4,556 △4,736

有形固定資産合計 5,575 5,465

無形固定資産 447 448

投資その他の資産   

投資有価証券 1,672 1,686

繰延税金資産 993 936

その他 297 295

貸倒引当金 △162 △162

投資その他の資産合計 2,800 2,755

固定資産合計 8,823 8,669

資産合計 26,409 24,822
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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   

工事未払金 3,607 2,524

買掛金 1,226 1,134

リース債務 165 141

未払金 580 436

未払法人税等 302 71

未成工事受入金 139 339

完成工事補償引当金 1 1

災害損失引当金 － 47

その他 151 73

流動負債合計 6,175 4,771

固定負債   

リース債務 289 223

退職給付引当金 2,991 2,920

役員退職慰労引当金 191 148

固定負債合計 3,472 3,293

負債合計 9,648 8,064

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 10,687 10,613

自己株式 △383 △384

株主資本合計 15,794 15,719

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 383 478

その他の包括利益累計額合計 383 478

少数株主持分 583 559

純資産合計 16,761 16,757

負債純資産合計 26,409 24,822
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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) 

売上高   

完成工事高 15,945 14,620

兼業事業売上高 2,068 2,079

売上高合計 18,013 16,700

売上原価   

完成工事原価 14,297 13,062

兼業事業売上原価 1,945 1,961

売上原価合計 16,242 15,024

売上総利益   

完成工事総利益 1,647 1,557

兼業事業総利益 123 118

売上総利益合計 1,771 1,676

販売費及び一般管理費 1,468 1,516

営業利益 302 159

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 23 24

受取賃貸料 12 13

雑収入 13 17

営業外収益合計 50 56

営業外費用   

支払利息 2 2

雑支出 5 5

営業外費用合計 8 8

経常利益 344 207

特別利益   

負ののれん発生益 0 23

国庫補助金 － 33

その他 － 9

特別利益合計 0 65

特別損失   

投資有価証券評価損 108 －

災害損失 － 52

特別損失合計 108 52

税金等調整前四半期純利益 237 220

法人税、住民税及び事業税 86 39

法人税等調整額 41 51

法人税等合計 128 91

少数株主損益調整前四半期純利益 108 129

少数株主利益 13 4

四半期純利益 94 125
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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 108 129

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 40 94

その他の包括利益合計 40 94

四半期包括利益 149 224

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 135 220

少数株主に係る四半期包括利益 13 4
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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) 

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 237 220

減価償却費 254 272

災害損失 － 52

負ののれん発生益 △0 △23

国庫補助金 － △33

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） △37 △43

退職給付引当金の増減額（△は減少） △55 △70

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 △24 △25

支払利息 2 2

投資有価証券評価損益（△は益） 108 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,607 4,057

未成工事支出金の増減額（△は増加） △908 △1,722

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △43 △39

仕入債務の増減額（△は減少） △912 △1,175

未成工事受入金の増減額（△は減少） 91 199

未払金の増減額（△は減少） △212 △173

その他 △96 △87

小計 1,034 1,410

利息及び配当金の受取額 24 25

利息の支払額 △2 △2

法人税等の還付額 3 11

法人税等の支払額 △276 △269

営業活動によるキャッシュ・フロー 782 1,175

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） 13 △24

有価証券の償還による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △98 △95

無形固定資産の取得による支出 △185 △44

国庫補助金による収入 － 33

子会社株式の取得による支出 △0 △1

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 7 2

その他 2 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △262 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △83 △86

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 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △289 △290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 230 864

現金及び現金同等物の期首残高 4,142 3,489

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,373 4,354
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 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) 

該当事項はありません。  

  

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)  

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) 

  

（４）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）

（セグメント情報等）

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
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Ⅱ 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) 

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) 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（重要な負ののれん発生益） 

電気通信工事事業において当社の連結子会社である東部電話工事㈱及び北部電設㈱の株式を追加取

得しております。これに伴い、当第２四半期連結累計期間において、23百万円の負ののれん発生益を

計上しております。 

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 14,748 1,951 16,700

  セグメント間の内部売上高
0 1,708 1,708

    又は振替高

計 14,749 3,659 18,409

セグメント利益 152 27 179

利   益 金  額

報告セグメント計 179

セグメント間取引消去 △20

四半期連結損益計算書の営業利益 159
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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24年４月１日  
  至 平成24年９月30日) 

(百万円)

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) 

(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 6,594 7,346 111.4

 工事材料等販売事業 ─ ─ ─

計 6,594 7,346 111.4

当
期
受
注
高

 電気通信工事事業 19,753 17,612 89.2

 工事材料等販売事業 1,958 1,951 99.7

計 21,711 19,563 90.1

合 
計

 電気通信工事事業 26,348 24,958 94.7

 工事材料等販売事業 1,958 1,951 99.7

計 28,306 26,909 95.1

売
上
高

  電気通信工事事業 16,055 14,748 91.9

  工事材料等販売事業 1,958 1,951 99.7

計 18,013 16,700 92.7

受
注
残
高

  電気通信工事事業 10,292 10,209 99.2

  工事材料等販売事業 ─ ─ ─

計 10,292 10,209 99.2
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