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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 27,198 26.7 395 553.8 460 218.6 26 △74.7
23年3月期第3四半期 21,460 △3.6 60 △62.6 144 △39.5 105 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 86百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △14百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 1.33 ―
23年3月期第3四半期 5.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 23,851 15,751 63.8
23年3月期 25,833 16,030 60.0
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  15,205百万円 23年3月期  15,508百万円

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

23年3月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00
24年3月期 ― 8.00 ―
24年3月期（予想） 10.00 18.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  有   

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 39,000 9.1 1,050 △4.1 1,100 △7.0 600 △2.8 30.00



(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 

(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。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）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 21,226,071 株 23年3月期 21,226,071 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,236,832 株 23年3月期 1,232,613 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 19,990,856 株 23年3月期3Q 20,001,721 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景気の緩やかな持ち直し傾向が続くと期待され

ているものの、欧州の債務危機が金融システムに対する懸念につながっていることや金融資本市場に影

響を及ぼしていること等により海外景気が下振れし,我が国の景気を下押しするリスクが存在していま

す。  

東北エリアでは、光サービス及び移動体サービスの充実・拡大に加え、地方自治体による地域情報化

基盤整備事業（IRU/ICT工事）等の拡大が図られ、ほぼ全域においてIP・ブロードバンド情報通信基盤

の構築が完了いたしました。今後、情報通信基盤の整備による高速インターネットサービスの普及拡大

のほか、スマートフォンやクラウド型システム等の新たな情報通信サービスの展開、放送と通信の融

合、ICT利活用の推進拡大等が成長市場として大きく期待され、情報通信基盤の「構築の時代」から

「サービス創造の時代」へシフトすると考えております。 

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、“安全・安心を支える『情報通信基盤の整備・復興』と『ＩＣＴエンジニアリング＆ソリュー

ション事業の展開』”に積極的に取り組んでおります。 

一方、平成23年３月11日に発生した「東日本大震災」では、当社グループの主たる事業エリアである

東北地域の情報通信設備が未曽有の被害を受けたことから、当社グループは災害地域における情報通信

設備の本格復旧・復興を 重要課題として全力で取り組んでまいりました。 

その結果、売上高は271億98百万円（前年同四半期連結累計期間比57億37百万円増加）、営業利益は

３億95百万円（前年同四半期連結累計期間比３億34百万円増加）、経常利益は４億60百万円（前年同四

半期連結累計期間比３億16百万円増加）、四半期純利益は26百万円（前年同四半期連結累計期間比78百

万円減少）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（電気通信工事事業） 

当社グループの主たる受注先であるＮＴＴ東日本においては、ブローバンドエリア拡大のほか、政

府・自治体向け通信工事を積極的に展開しております。一方、東日本大震災による通信設備の未曾有の

被害に対して当社グループが一丸となり本格復旧・復興工事に取り組んできました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間における受注高は260億93百万円（前年同四半期連結累計期間

比35億79百万円減少）、完成工事高は236億63百万円（前年同四半期連結累計期間比53億25百万円増

加）、セグメント利益は３億42百万円（前年同四半期連結累計期間比３億８百万円増加）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３四半期連結累計期間におけ

る受注高は35億35百万円（前年同四半期連結累計期間比４億12百万円増加）、売上高は35億35百万円

（前年同四半期連結累計期間比４億12百万円増加）、セグメント利益は56百万円（前年同四半期連結累

計期間比16百万円減少）となりました。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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 当第３四半期連結会計期間末の総資産は238億51百万円であり、前連結会計年度末比19億82百万円減

少しました。流動資産は155億54百万円で前連結会計年度末比17億３百万円減少しました。これは主

に、現金預金が39億98百万円から48億88百万円へ８億90百万円増加したものの、完成工事未収入金が89

億円から54億５百万円へ34億94百万円減少したことによるものであります。固定資産は82億97百万円で

前連結会計年度末比２億78百万円減少しました。これは主に、投資その他の資産が前連結会計年度末比

２億88百万円減少したことによるものであります。 

 負債については80億99百万円と前連結会計年度末比17億３百万円減少しました。流動負債は44億67百

万円で、前連結会計年度末比16億65百万円減少しました。これは主に短期借入金14億円の減少及び未払

金３億70百万円の減少によるものであります。 

 純資産は157億51百万円と前連結会計年度末比２億78百万円減少しました。これは主に利益剰余金３

億33百万円の減少及びその他有価証券評価差額金31百万円の増加によるものであります。 

  

  

平成24年３月期における通期の業績予想につきましては、当第３四半期までの状況、並びに第４四半

期の経営環境等を勘案いたしまして、平成23年５月13日発表の業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、本日（平成24年２月７日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債、純資産の状況）

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

  

  

  

  

  

２．サマリー情報(その他)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
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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23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,998 4,888

受取手形及び売掛金 595 773

完成工事未収入金 8,900 5,405

未成工事支出金 2,520 3,255

材料貯蔵品 299 322

商品 404 317

繰延税金資産 401 432

その他 147 279

貸倒引当金 △9 △121

流動資産合計 17,258 15,554

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 5,016 4,987

機械・運搬具 182 175

土地 2,595 2,580

リース資産 796 852

建設仮勘定 43 198

その他 960 967

減価償却累計額 △4,204 △4,348

有形固定資産合計 5,389 5,413

無形固定資産 290 276

投資その他の資産

投資有価証券 1,646 1,465

繰延税金資産 1,132 1,052

その他 119 91

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 2,895 2,606

固定資産合計 8,575 8,297

資産合計 25,833 23,851
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

工事未払金 2,325 2,237

買掛金 1,211 1,306

短期借入金 1,400 －

リース債務 154 160

未払金 693 322

未払法人税等 219 78

未成工事受入金 12 57

完成工事補償引当金 3 3

工事損失引当金 － 1

災害損失引当金 44 98

その他 69 201

流動負債合計 6,133 4,467

固定負債

リース債務 467 405

退職給付引当金 3,033 3,029

役員退職慰労引当金 169 196

固定負債合計 3,669 3,631

負債合計 9,803 8,099

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 10,208 9,875

自己株式 △378 △380

株主資本合計 15,319 14,984

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 188 220

その他の包括利益累計額合計 188 220

少数株主持分 521 546

純資産合計 16,030 15,751

負債純資産合計 25,833 23,851
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高

完成工事高 18,280 23,551

兼業事業売上高 3,179 3,646

売上高合計 21,460 27,198

売上原価

完成工事原価 16,337 21,033

兼業事業売上原価 2,993 3,462

売上原価合計 19,330 24,495

売上総利益

完成工事総利益 1,943 2,518

兼業事業総利益 186 183

売上総利益合計 2,129 2,702

販売費及び一般管理費 2,069 2,306

営業利益 60 395

営業外収益

受取利息 4 2

受取配当金 44 41

雑収入 43 40

営業外収益合計 91 85

営業外費用

支払利息 1 7

雑支出 6 11

営業外費用合計 7 19

経常利益 144 460

特別利益

固定資産売却益 0 0

負ののれん発生益 9 －

受取保険金 － 34

その他 2 －

特別利益合計 12 34

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 12 7

投資有価証券評価損 1 176

災害損失 － 82

特別損失合計 13 266

税金等調整前四半期純利益 143 228

法人税、住民税及び事業税 29 90

法人税等調整額 2 83

法人税等合計 32 173

少数株主損益調整前四半期純利益 110 55

少数株主利益 5 28

四半期純利益 105 26
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 110 55

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △125 31

その他の包括利益合計 △125 31

四半期包括利益 △14 86

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △19 58

少数株主に係る四半期包括利益 5 28
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 当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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) 

 
  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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）セグメント情報

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 18,337 3,122 21,460

  セグメント間の内部売上高
0 2,866 2,866

    又は振替高

計 18,338 5,988 24,327

セグメント利益 33 72 106

利   益 金  額

報告セグメント計 106

セグメント間取引消去 △46

四半期連結損益計算書の営業利益 60

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 23,663 3,535 27,198

  セグメント間の内部売上高
1 2,939 2,940

    又は振替高

計 23,664 6,474 30,138

セグメント利益 342 56 398

利   益 金  額

報告セグメント計 398

セグメント間取引消去 △3

四半期連結損益計算書の営業利益 395
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 当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

 
(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日  
  至 平成22年12月31日) 

(百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日  
  至 平成23年12月31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 3,802 6,717 176.7

 工事材料等販売事業 ─ ─ ─

計 3,802 6,717 176.7

当
期
受
注
高

 電気通信工事事業 29,672 26,093 87.9

 工事材料等販売事業 3,122 3,535 113.2

計 32,794 29,628 90.3

合 
計

 電気通信工事事業 33,474 32,810 98.0

 工事材料等販売事業 3,122 3,535 113.2

計 36,597 36,345 99.3

売
上
高

  電気通信工事事業 18,337 23,663 129.0

  工事材料等販売事業 3,122 3,535 113.2

計 21,460 27,198 126.7

受
注
残
高

  電気通信工事事業 15,136 9,147 60.4

  工事材料等販売事業 ─ ─ ─

計 15,136 9,147 60.4
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