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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 14,481 △2.8 84 ― 129 ― 73 ―
24年3月期第3四半期 14,899 △8.1 △58 ― △1 ― △53 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 107百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △25百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 6.02 ―
24年3月期第3四半期 △4.23 ―

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

25年3月期第3四半期 14,509 8,686 59.7 719.08
24年3月期 15,777 8,733 55.2 710.68
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  8,656百万円 24年3月期  8,702百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 10.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 22,700 2.7 470 4.2 530 1.8 320 7.1 26.22



(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せん。 

※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予想は、発表日現在において入手している情報に基づき判断した予想であり、実際の業績とは異なる可能性があります。なお、業
績予想に関する事項は、【添付資料】3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 13,428,000 株 24年3月期 13,428,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,388,999 株 24年3月期 1,182,537 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 12,202,825 株 24年3月期3Q 12,555,564 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景に緩やかな

回復の動きが見られましたが、デフレの長期化に加え、欧州の債務危機や新興国での経済の減速等の影

響もあり、第３四半期末に若干円安傾向になったものの依然として先行きは不透明な状況にあります。

このような状況のもと、当社グループといたしましては、受注の確保・拡大に取り組むとともにコス

ト削減等を着実に遂行するよう努めているところであります。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、受注高は181億18百万円（前年同期比10.3％

増）、売上高は144億81百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益84百万円（前年同期は58百万円の営業

損失）、経常利益は１億29百万円（前年同期は１百万円の経常損失）、四半期純利益は73百万円（前年

同期は53百万円の四半期純損失）となりました。 

各セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、第１四半期連結会計期間より組織改編による

管理体制変更に伴い、セグメント区分を変更しております。これに伴い前年同期値は新セグメントに組

み替えております。 

  

（通信設備エンジニアリング事業） 

超高速ブロードバンド基盤施設整備事業等インフラ設備関連工事受注に努めた結果、受注高は127億

５百万円（前年同期比14.6％増）となりましたが、売上高は光サービス関連工事等の減少により、89億

79百万円（前年同期比10.2％減）となりました。 

  

（ＩＣＴソリューション事業） 

国内景気が緩やかな回復基調にあるなか、顧客ニーズを取り込む営業を展開した結果、受注高は54億

13百万円（前年同期比1.3％増）、売上高は55億２百万円（前年同期比12.2％増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は145億９百万円で前連結会計年度末比12億67百

万円の減少となりました。これは流動資産においては92億62百万円と、前連結会計年度末比12億70百万

円減少し、固定資産が52億47百万円と、前連結会計年度末比３百万円増加したことによります。 

流動資産の減少の主な要因は、「受取手形・完成工事未収入金等」が前連結会計年度末比16億11百万

円減少したこと等であります。 

負債の部は58億23百万円で、前連結会計年度末比12億20百万円減少しました。内訳は流動負債で前連

結会計年度末比12億16百万円減少し、固定負債で前連結会計年度末比４百万円減少しております。 

流動負債の減少の主な要因は、「支払手形・工事未払金等」が前連結会計年度末比８億51百万円減少

したこと等であります。 

純資産は86億86百万円で前連結会計年度末比46百万円の減少となりました。主な要因としましては、

「自己株式」が前連結会計年度末比56百万円増加したこと等であります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の55.2％から59.7％に増加いたしました。 

  

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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連結業績予想につきましては、現時点においては、平成24年11月９日に公表しました業績予想を変更

しておりません。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

   当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年 

  ４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変 

  更しております。 

   これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

（４）追加情報 

   該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想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

（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：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,628,602 2,036,157

受取手形・完成工事未収入金等 5,616,032 4,004,344

有価証券 1,256,517 1,256,744

未成工事支出金 717,994 1,614,505

商品 30,987 48,968

材料貯蔵品 6,819 7,939

その他 281,057 302,092

貸倒引当金 △5,247 △8,344

流動資産合計 10,532,764 9,262,407

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,214,101 2,214,101

その他（純額） 1,023,930 1,030,847

有形固定資産合計 3,238,031 3,244,948

無形固定資産 611,246 522,082

投資その他の資産   

投資有価証券 1,063,126 1,111,475

その他 350,297 386,542

貸倒引当金 △18,434 △17,771

投資その他の資産合計 1,394,989 1,480,246

固定資産合計 5,244,266 5,247,277

資産合計 15,777,031 14,509,685

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,053,162 2,202,009

短期借入金 2,000,000 1,750,000

未払法人税等 126,429 25,096

賞与引当金 151,291 43,056

工事損失引当金 13,314 18,874

その他 654,395 743,355

流動負債合計 5,998,593 4,782,392

固定負債   

退職給付引当金 641,700 643,032

負ののれん 14,740 3,685

その他 388,699 394,026

固定負債合計 1,045,140 1,040,744

負債合計 7,043,734 5,823,137
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,493,931 1,493,931

資本剰余金 1,428,916 1,428,916

利益剰余金 6,018,285 5,993,826

自己株式 △344,135 △400,419

株主資本合計 8,596,997 8,516,254

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 170,372 205,427

土地再評価差額金 △64,720 △64,720

その他の包括利益累計額合計 105,651 140,707

少数株主持分 30,647 29,586

純資産合計 8,733,297 8,686,547

負債純資産合計 15,777,031 14,509,685
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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：千円)

前第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) 

当第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) 

売上高 14,899,643 14,481,352

売上原価 13,254,175 12,718,809

売上総利益 1,645,467 1,762,543

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 751,749 721,238

賞与引当金繰入額 9,939 16,336

退職給付費用 29,623 34,028

その他 913,053 906,417

販売費及び一般管理費合計 1,704,365 1,678,020

営業利益又は営業損失（△） △58,897 84,523

営業外収益   

受取利息 2,703 2,338

受取配当金 31,989 30,331

その他 42,535 28,544

営業外収益合計 77,228 61,215

営業外費用   

支払利息 14,491 13,347

不動産賃貸費用 4,275 －

その他 1,500 3,267

営業外費用合計 20,266 16,615

経常利益又は経常損失（△） △1,935 129,123

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,935 129,123

法人税、住民税及び事業税 14,985 32,825

法人税等調整額 38,729 23,929

法人税等合計 53,714 56,754

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△55,650 72,368

少数株主損失（△） △2,502 △1,136

四半期純利益又は四半期純損失（△） △53,147 73,505
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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：千円)

前第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) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△55,650 72,368

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,892 35,130

土地再評価差額金 23,474 －

その他の包括利益合計 30,367 35,130

四半期包括利益 △25,283 107,499

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △22,865 108,560

少数株主に係る四半期包括利益 △2,417 △1,061
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 該当事項はありません。 

  

  

 Ⅰ 前第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の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益又は損失の調整額 △639,853千円には、セグメント間取引消去 △1,568千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用 △638,284千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

 Ⅱ 当第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) 

  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額 △660,817千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２

通信設備エンジ

ニアリング事業

ＩＣＴソリュー

ション事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 9,997,253 4,902,389 14,899,643 ─ 14,899,643

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

20,121 61,100 81,221 △81,221 ─

計 10,017,374 4,963,490 14,980,864 △81,221 14,899,643

セグメント利益又は損失（△） 508,525 72,429 580,955 △639,853 △58,897

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２

通信設備エンジ

ニアリング事業

ＩＣＴソリュー

ション事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 8,979,083 5,502,268 14,481,352 ─ 14,481,352

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

9,760 55,806 65,566 △65,566 ─

計 8,988,844 5,558,075 14,546,919 △65,566 14,481,352

セグメント利益 471,148 274,191 745,340 △660,817 84,523
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 ２．報告セグメントの変更等に関する事項 

(1) 第１四半期連結会計期間より、日本電通株式会社の組織改編に伴い、事業セグメントの区分方法を

見直し、報告セグメントを従来の「通信エンジニアリング事業」「ＩＣＴサービス事業」から、「通

信設備エンジニアリング事業」「ＩＣＴソリューション事業」に変更しております。 

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成して

おり、前第３四半期連結累計期間の「１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情

報」に記載しております。 

(2) 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に

伴い、第１四半期連結会計期間から、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後

の法人税法に基づく方法に変更しております。なお、これによる当第３四半期連結累計期間のセグメ

ント利益に与える影響額は軽微であります。 

  

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 

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。 

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 

(固定資産に係る重要な減損損失)

(のれんの金額の重要な変動)

(重要な負ののれんの発生益)
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　　　　（単位：百万円）

金 額 構成比 金 額 構成比

受 通信設備エンジニアリング事業 11,087 (67.5%) 12,705 (70.1%) 1,617 14.6%

注 ＩＣＴソリューション事業 5,342 (32.5%) 5,413 (29.9%) 70 1.3%

高 合        計 16,430 (100%) 18,118 (100%) 1,688 10.3%

売 通信設備エンジニアリング事業 9,997 (67.1%) 8,979 (62.0%) △ 1,018 △10.2%

上 ＩＣＴソリューション事業 4,902 (32.9%) 5,502 (38.0%) 599 12.2%

高 合        計 14,899 (100%) 14,481 (100%) △ 418 △2.8%

増減率

平成24年３月期

第３四半期連結累計期間

平成25年３月期

第３四半期連結累計期間

４.補足情報

　　四半期連結受注高及び完成工事高の状況                      

部 門 別 比較増減
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