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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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1四半期 5,104 19.2 84 ― 106 ― 67 ―
25年3月期第1四半期 4,280 △12.8 △47 ― △22 ― △20 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 117百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △37百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 5.59 ―
25年3月期第1四半期 △1.66 ―

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1四半期 15,580 9,137 58.4 759.86
25年3月期 16,231 9,142 56.1 757.56
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  9,097百万円 25年3月期  9,103百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 10,500 9.7 150 0.7 180 0.9 120 11.6 9.99
通期 25,000 11.5 660 14.5 700 11.6 430 8.1 35.78



(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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  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） 26年3月期1Q 13,428,000 株 25年3月期 13,428,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,456,073 株 25年3月期 1,411,244 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 12,004,285 株 25年3月期1Q 12,238,229 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀による大胆な金融緩和など新政権下における

経済対策への期待感から景気回復に向けた兆しが見え始めました。一方欧州経済の長期低迷や中国をは

じめとした新興国経済の減速など世界経済の下振れ懸念があることや電力料金等の値上げの影響等か

ら、国内景気の先行きには慎重な見方も続いております。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、市場の変化に即応した商品開発やお客様サ

ービスの更なる向上につながる使いやすい機能や仕組みの提案によって競争力を高め、受注拡大に努め

てまいりました。 

  その結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、通信設備関連工事が増加したこと等により、受

注高は51億23百万円（前年同期比9.2％増）、売上高は51億４百万円（前年同期比19.2％増）となりま

した。 

  損益面につきましては、原価率の低減ならびにシステム化によるコスト削減・業務効率化を継続した

ことによって、営業利益84百万円（前年同四半期は営業損失47百万円）、経常利益は１億６百万円（前

年同四半期は経常損失22百万円）、四半期純利益は67百万円（前年同四半期は四半期純損失20百万円）

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。 

  

インフラ設備関連工事ならびに光サービス関連工事等が堅調に推移したことから、受注高は34億７百

万円（前年同期比16.9％増）、売上高は32億77百万円（前年同期比22.9％増）となりました。 

  

企業の情報システム投資の先送りなど慎重姿勢が続く状況のなかで、顧客ニーズに合わせた提案営業

を積極的に展開した結果、受注高は17億15百万円（前年同期比3.3％減）、売上高は18億26百万円（前

年同期比13.2％増）となりました。 

  

当第１四半期連結累計期間末の財政状態は、総資産は155億80百万円で前連結会計年度末比６億51百

万円の減少となりました。これは流動資産においては104億94百万円と、前連結会計年度末比６億66百

万円減少し、固定資産が50億85百万円と、前連結会計年度末比14百万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19億57百万

円減少したこと等であります。 

負債の部は64億43百万円で、前連結会計年度末比６億45百万円減少しました。内訳は流動負債で前連

結会計年度末比６億86百万円減少し、固定負債で前連結会計年度末比40百万円増加しております。 

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８億74百万円減少

したこと等であります。 

固定負債の増加の主な要因は、「退職給付引当金」が前連結会計年度末比20百万円増加したこと等で

あります。 

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

（通信設備エンジニアリング事業）

（ＩＣＴソリューション事業）

（２）財政状態に関する説明
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純資産は91億37百万円で前連結会計年度末比５百万円の減少となりました。主な要因としましては、

「利益剰余金」が前連結会計年度末比40百万円減少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56.1％から58.4％に増加いたしました。 

  

連結業績予想につきましては、現時点においては、平成25年５月13日に公表しました業績予想を変更

しておりません。  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  

当第１四半期連結会計期間において、重要性が増したことに伴い、三洋コンピュータ株式会社

及びＮＮＣ株式会社を連結子会社にしております。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,822,911 3,434,719

受取手形・完成工事未収入金等 6,517,347 4,560,101

有価証券 955,562 1,255,591

未成工事支出金 549,166 899,877

商品 44,440 72,134

材料貯蔵品 17,843 7,536

その他 263,946 271,522

貸倒引当金 △10,276 △6,644

流動資産合計 11,160,941 10,494,837

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,047,127 2,047,127

その他（純額） 945,854 942,516

有形固定資産合計 2,992,982 2,989,644

無形固定資産 498,640 484,801

投資その他の資産   

投資有価証券 1,278,414 1,327,780

その他 321,718 304,503

貸倒引当金 △21,107 △21,107

投資その他の資産合計 1,579,025 1,611,176

固定資産合計 5,070,648 5,085,622

資産合計 16,231,589 15,580,460

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,414,654 2,540,266

短期借入金 1,750,000 1,780,000

1年内返済予定の長期借入金 － 6,000

未払法人税等 179,537 64,380

賞与引当金 147,959 224,691

工事損失引当金 1,536 1,536

その他 547,406 738,018

流動負債合計 6,041,094 5,354,892

固定負債   

退職給付引当金 649,217 669,276

長期借入金 － 16,500

その他 398,407 402,385

固定負債合計 1,047,624 1,088,162

負債合計 7,088,719 6,443,054
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30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 6,283,988 6,243,180

自己株式 △406,912 △422,426

株主資本合計 8,799,922 8,743,600

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 334,163 384,086

土地再評価差額金 △30,665 △30,665

その他の包括利益累計額合計 303,498 353,420

少数株主持分 39,449 40,384

純資産合計 9,142,870 9,137,405

負債純資産合計 16,231,589 15,580,460
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,280,866 5,104,459

売上原価 3,766,303 4,420,706

売上総利益 514,562 683,753

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 214,731 228,157

賞与引当金繰入額 33,571 32,964

退職給付費用 14,510 8,144

その他 298,776 329,679

販売費及び一般管理費合計 561,590 598,946

営業利益又は営業損失（△） △47,027 84,806

営業外収益   

受取利息 660 503

受取配当金 16,787 18,658

その他 13,131 7,433

営業外収益合計 30,579 26,596

営業外費用   

支払利息 4,547 4,207

その他 1,632 241

営業外費用合計 6,179 4,449

経常利益又は経常損失（△） △22,627 106,953

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（△）

△22,627 106,953

法人税、住民税及び事業税 37,713 65,182

法人税等調整額 △37,407 △26,249

法人税等合計 305 38,932

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（△）

△22,932 68,020

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,564 924

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20,368 67,096
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30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（△）

△22,932 68,020

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,718 49,717

その他の包括利益合計 △14,718 49,717

四半期包括利益 △37,651 117,738

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △35,082 116,803

少数株主に係る四半期包括利益 △2,568 934
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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 

 
(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△223,631千円には、セグメント間取引消去4,841千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△228,472千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１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△217,620千円は、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）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）

【セグメント情報】

(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 2,667,545 1,613,321 4,280,866 ─ 4,280,866

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

2,107 17,573 19,680 △19,680 ─

計 2,669,652 1,630,894 4,300,546 △19,680 4,280,866

セグメント利益又は損失(△) 92,853 83,750 176,603 △223,631 △47,027

(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 3,277,887 1,826,572 5,104,459 ― 5,104,459

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

1,076 5,667 6,744 △6,744 ─

計 3,278,963 1,832,240 5,111,203 △6,744 5,104,459

セグメント利益 213,495 88,931 302,427 △217,620 84,806
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２．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。 

  

当第１四半期連結会計期間より「ＩＣＴソリューション事業」セグメントにおいて、三洋コンピ

ュータ株式会社及びＮＮＣ株式会社を連結の範囲に含めております。なお、当該事象によるのれん

の増加額は、当第１四半期連結累計期間においては8,000千円であります。 

  

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 2,916 (62.2%) 3,407 (66.5%) 491 16.9%

注 ＩＣＴソリューション事業 1,773 (37.8%) 1,715 (33.5%) △57 △3.3%

高 合        計 4,689 (100%) 5,123 (100%) 433 9.2%

売 通信設備エンジニアリング事業 2,667 (62.3%) 3,277 (64.2%) 610 22.9%

上 ＩＣＴソリューション事業 1,613 (37.7%) 1,826 (35.8%) 213 13.2%

高 合        計 4,280 (100%) 5,104 (100%) 823 19.2%

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 増減率

平成25年３月期

第１四半期連結累計期間

平成26年３月期

第１四半期連結累計期間
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