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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

      ３ 純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企 

     業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用

     指針第8号)を適用している。 

第一部 【企業情報】

回        次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54期

会  計  期  間

自 平成17年 
  4月１日 
至 平成17年 
  9月30日

自 平成18年
  4月１日 
至 平成18年 
  9月30日

自 平成19年
  4月１日 
至 平成19年 
  9月30日

自 平成17年 
  4月１日 
至 平成18年 
  3月31日

自 平成18年
  4月１日 
至 平成19年 
  3月31日

売    上    高 (百万円) 14,921 15,473 15,226 37,020 39,778

経  常  利  益 (百万円) 177 101 204 1,140 1,589

中 間(当 期)純 利 益 (百万円) 46 32 96 596 874

純  資  産  額 (百万円) 15,267 15,606 15,768 15,516 16,332

総  資  産  額 (百万円) 22,932 22,993 22,692 24,841 26,140

１株当たり純資産額 (円) 761.75 753.15 761.90 771.20 789.32

１ 株 当 た り 中 間 
(当期)純 利 益 金 額

(円) 2.31 1.61 4.81 26.59 43.66

潜 在 株 式 調 整 後 
１ 株 当 た り 中 間 
(当期)純 利 益 金 額

(円) ― ― ― ― ―

自 己 資 本 比 率 (％) 66.6 65.6 67.2 62.5 60.5

営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー

(百万円) 236 1,453 1,651 △    522 1,529

投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー

(百万円) △      35 △     597 △  201 △    758 △    695

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー

(百万円) △     614 △     405 △  407 △    819 △    610

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 4,080 2,842 3,659 2,392 2,616

従  業  員  数 
[外、平均臨時雇用者数]

(人)
940 

[301]
943

[326]
949

[263]
926 

[308]
930

[316]



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

３ 第53期の1株当たり配当額30円には、記念配当10円(社名変更に伴う記念)を含んでいる。 

４ 第54期の1株当たり配当額30円には、特別配当10円(「経営改革新3ヵ年計画(平成15年度から17年度)」達成

御礼)を含んでいる。 

      ５ 純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企 

     業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用

     指針第8号)を適用している。 

回        次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54期

会  計  期  間

自 平成17年 
  4月１日 
至 平成17年 
  9月30日

自 平成18年
  4月１日 
至 平成18年 
  9月30日

自 平成19年
  4月１日 
至 平成19年 
  9月30日

自 平成17年 
  4月１日 
至 平成18年 
  3月31日

自 平成18年
  4月１日 
至 平成19年 
  3月31日

売    上    高 (百万円) 12,641 13,201 12,971 31,673 34,910

経   常   利   益 (百万円) 144 226 79 871 1,394

中 間(当 期)純 利 益 (百万円) 33 124 34 455 783

資    本    金 (百万円) 2,847 2,847 2,847 2,847 2,847

発 行 済 株 式 総 数 (千株) 21,226 21,226 21,226 21,226 21,226

純  資  産  額 (百万円) 13,914 13,718 13,641 14,033 14,255

総  資  産  額 (百万円) 19,901 20,168 19,086 22,182 23,615

１株当たり純資産額 (円) 694.24 684.69 681.20 698.10 711.71

１ 株 当 た り 中 間 
(当期)純 利 益 金 額

(円) 1.66 6.21 1.70 20.50 39.10

潜 在 株 式 調 整 後 
１ 株 当 た り 中 間 
(当期)純 利 益 金 額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 10 10 10 30 30

自 己 資 本 比 率 (％) 69.9 68.0 71.5 63.3 60.4

従  業  員  数 
[外、平均臨時雇用者数]

(人)
551 
[9]

573
[9]

661
[34]

543 
[9]

572
[9]



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、株式会社ＴＴＫテクノを平成19年6月1日に設立した。なお、当社グルー

プ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について重要な変更はない。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、新規設立により下記の会社が関係会社となった。 

 
  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年9月30日現在 

 
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員を外 

 数で記載している。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年9月30日現在 

 
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に当中間会計期間の平均人員を外数で記 

 載している。 

     2 関係会社へ出向していた従業員63名の出向解除等による増加である。 

          

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はない。 

  

名  称 住  所
資本金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(又は被所有)

割合(%)
関係内容

(連結子会社) 
株式会社 ＴＴＫテクノ

仙台市若林区 50 電気通信工事事業 100
ＴＴＫテクノが得意先より
受注した工事の一部を提出
会社が受注している。

事業の種類別セグメントの名称 従 業 員 数 (人)

電  気  通  信  工  事  事  業
764[257]

そ   の   他   の   事   業
19[  0]

全       社   ( 共  通 )
166[ 6]

合          計
949[263]

従 業 員 数 (人)
661[ 34]



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資の拡大、雇用・所

得環境の改善に伴う個人消費の増加基調が続き、景気の一部に弱さが見られるものの順調に回復してお

り、先行きは米国の信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)問題の影響が懸念されるもの

の、景気拡大局面が続いているものと思われる。 

一方、情報通信分野においては、光ブロードバンドサービスの本格化に伴い、光アクセス、インターネ

ット、モバイル等による通信手段の多様化や、固定電話と移動電話、通信と放送の融合等ネットワークお

よび事業構造の大きな変革が始まっている。 

また、当社グループの主たる取引先であるＮＴＴグループにおいては、「ＮＴＴグループ中期経営戦

略」(平成17年11月発表)に基づき、次世代ネットワーク網を構築し、高品質ＩＰ電話・映像配信システム

等ブロードバンド・ユビキタスサービスの展開を積極的に推進されている。また、各移動体通信キャリア

においても、第3世代携帯電話のエリア拡大、また新規参入事業者等による堅調な設備投資が行われてい

る。 

このような経営環境の中、拡大する市場とお客様のニーズに迅速に対応するため、当社グループでは

「第2次中期経営計画」(平成18年度～平成22年度)に基づき各種業務の効率化等に取り組んでいる。 

その結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高152億26百万円(前年同期154億73百万円)、営業利益1

億36百万円(前年同期42百万円)、経常利益2億4百万円(前年同期1億1百万円)、中間純利益96百万円(前年

同期32百万円)となった。 

  

①事業の種類別セグメント 

 
  

  

     (電気通信工事事業)  東北地方における光ブロードバンド関連工事や移動体通信キャリア

の第3世代携帯電話のエリア拡大等によりおおむね順調に推移した結

果、当中間連結会計期間における受注高は174億70百万円(前年同期比

87.0%)、完成工事高は151億78百万円(前年同期比98.6%)となった。

     (その他の事業)  その他の事業としては、情報通信関連商品の販売・施工、防風雪・

防砂フェンスの環境改善事業等の販売拡大に努めた結果、当中間連結

会計期間における受注高は48百万円(前年同期比63.8%)、完成工事高

は48百万円(前年同期比63.8%)となった。



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間

連結会計期間に比べ8億17百万円増加の36億59百万円となった。 

  

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。 

  

〔 営業活動によるキャッシュ・フロー 〕 

当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は16億51百万円（前中間連結会計期間は

14億53百万円の資金の獲得）となった。これは、売上債権の減少53億19百万円、未成工事支出金の増

加10億82百万円、仕入債務の減少19億63百万円、未払金の減少3億3百万円等によるものである。 

  

〔 投資活動によるキャッシュ・フロー 〕 

当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は2億1百万円（前中間連結会計期間は5億

97百万円の資金の使用）となった。これは、投資有価証券の取得による支出3億99百万円、有価証券の

売却による収入3億円等によるものである。 

  

〔 財務活動によるキャッシュ・フロー 〕 

当中間連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は4億7百万円（前中間連結会計期間は4億

5百万円の資金の使用）となった。これは、配当金の支払額4億円の支出等によるものである。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

  

 
  

(2) 売上実績 

当中間連結会計期間における売上実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

  

 
(注) １ 当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載していない。 

２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりである。 

  

 
３ 本表の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

区          分 金額(百万円) 前年同期比(％)

電気通信工事事業

通信設備所外工事 12,055 90.3

通信設備所内工事 3,523 73.3

通信工事材料販売 1,891 97.9

計 17,470 87.0

そ   の   他   の   事   業 48 63.8

合         計 17,518 86.9

区          分 金額(百万円) 前年同期比(％)

電気通信工事事業

通信設備所外工事 9,861 98.7

通信設備所内工事 3,425 98.8

通信工事材料販売 1,891 97.9

計 15,178 98.6

そ   の   他   の   事   業 48 63.8

合         計 15,226 98.4

相   手  先

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

東日本電信電話株式会社
(ＮＴＴ東日本)

9,100 58.8 9,154 60.1

株式会社エヌ・ティ・テ
ィ・ドコモ東北

2,295 14.8 1,899 12.5



なお、参考のため提出会社単独の事業の状況は、次のとおりである。 

(1) 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

  

 
(注) １ 前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合には、期中受注工事高にその増減

額を含めている。 

２ 期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものである。 

３ 期中施工高は、(期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致する。 

４ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注工事高及び完成工事高について 

当社は建設市場の状況を反映して上半期と通期の工事の受注工事高及び完成工事高が平均化しておら

ず、 近３年間についてみても次のように変動している。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

期    別 工事種別
期首繰越 
工 事 高 
(百万円)

期中受注
工 事 高 
(百万円)

計
(百万円)

期中完成
工 事 高 
(百万円)

期末繰越工事高
期  中
施工高 

(百万円)
手持工事高
(百万円)

うち施工高

(％) (百万円)

前  上  半  期

(自平成18年4月１日

至平成18年9月30日)

電気 
通信 
工事 
事業

通信設備 
所外工事

2,484 12,963 15,447 9,670 5,776 32 1,831 11,003

通信設備 
所内工事

1,388 4,792 6,181 3,455 2,725 36 988 4,173

その他の事業 ― 75 75 75 ― ― ― 75

計 3,872 17,831 21,703 13,201 8,502 33 2,819 15,252

当  上  半  期

(自平成19年4月１日

至平成19年9月30日)

電気 
通信 
工事 
事業

通信設備 
所外工事

1,978 11,762 13,740 9,624 4,116 31 1,259 10,509

通信設備 
所内工事

2,307 3,310 5,618 3,298 2,319 29 668 3,035

その他の事業 ― 48 48 48 ― ― ― 48

計 4,285 15,121 19,407 12,971 6,436 30 1,928 13,593

前      期

(自平成18年4月１日

至平成19年3月31日)

電気 
通信 
工事 
事業

通信設備 
所外工事

2,484 24,361 26,845 24,866 1,978 19 374 24,742

通信設備 
所内工事

1,388 10,804 12,193 9,885 2,307 40 931 10,547

その他の事業 ― 157 157 157 ― ― ― 157

計 3,872 35,323 39,196 34,910 4,285 30 1,306 35,448

期  別

受注工事高 完成工事高

１年通期 
(Ａ) 

(百万円)

上半期 
(Ｂ) 

(百万円)

(Ｂ)/(Ａ)
(％)

１年通期
(Ｃ) 

(百万円)

上半期
(Ｄ) 

(百万円)

(Ｄ)/(Ｃ) 
(％)

第52期 29,372 13,964 47.5 27,931 10,837 38.8

第53期 31,585 14,374 45.5 31,673 12,641 39.9

第54期 35,323 17,831 50.5 34,910 13,201 37.8

第55期 ― 15,121 ― ― 12,971 ―



(3) 完成工事高 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

２ 完成工事のうち主なものは次のとおりである。 

 前上半期 請負金額50百万円以上の主なもの 

 
 当上半期 請負金額50百万円以上のもの 

 
３ 完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであ

る。 

  

 
  

期      別 区   分

東日本電信電話
株式会社 

(NTT東日本) 
(百万円)

そ の 他
(百万円)

計 
(百万円)

前  上  半  期

(自平成18年4月１日

至平成18年9月30日)

電気通信 
工事事業

通信設備 
所外工事

8,806 864 9,670

通信設備 
所内工事

292 3,162 3,455

そ の 他 の 事 業 ― 75 75

計 9,099 4,102 13,201

当  上  半  期

(自平成19年4月１日

至平成19年9月30日)

電気通信 
工事事業

通信設備 
所外工事

8,896 727 9,624

通信設備 
所内工事

257 3,040 3,298

そ の 他 の 事 業 ― 48 48

計 9,154 3,817 12,971

東日本電信電話株式会社 宮城支店 宮城(仙台17-015)通信設備総合工事(基盤)

東日本電信電話株式会社 岩手支店 岩手(宮古17-007)通信設備総合工事(アクセス)

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 温海戸沢G184光ケーブル方式工事(土木)

東日本電信電話株式会社 岩手支店 岩手(宮古17-006)通信設備総合工事(アクセス)

東日本電信電話株式会社 青森支店 青森(青森19-005)通信設備総合工事(アクセス)

ソフトバンクテレコム株式会社 NTT多賀城他348箇所直収電話設備その他撤去工事

株式会社 東芝 社会システム社 B4P東北地区フェーズⅡ建設工事(4)

株式会社コミューチュア ソフトバンクモバイル殿無線機据付・調整工事

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 盛岡庄ヶ畑IMT基地局建物設備工事(建物)

相  手  先

前 上 半 期 当 上  半  期

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

東日本電信電話株式会社
(ＮＴＴ東日本)

9,099 68.9 9,154 70.6

株式会社エヌ・ティ・テ
ィ・ドコモ東北

2,295 17.4 1,899 14.6



(4) 手持工事高(平成19年9月30日現在) 

  

 
(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

２ 手持工事のうち請負金額50百万円以上の主なものは、次のとおりである。 

 
  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が対処すべき課題について、重要な

変更はない。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。 

  

  

区    分
東日本電信電話株式会社
(NTT東日本)(百万円)

その他(百万円) 計(百万円)

電気通信 
工事事業

通信設備 
所外工事

3,421 695 4,116

通信設備 
所内工事

60 2,259 2,319

そ の 他 の 事 業 ― ― ―

計 3,481 2,954 6,436

東日本電信電話株式会社 岩手支店 一関市地域イントラネット基盤施設整
備(支線追加)伝送路Ａ工事

平成19年12月完成予定

東日本電信電話株式会社 宮城支店 宮城(仙台19-004)通信設備総合工事
(アクセス)

平成20年3月完成予定

東日本電信電話株式会社 宮城支店 宮城(石巻19-002)通信設備総合工事
(アクセス)

平成20年3月完成予定

東日本電信電話株式会社 宮城支店 宮城(古川19-002)通信設備総合工事
(アクセス)

平成20年3月完成予定

エヌ・ティ・ティ・インフラネット 
株式会社 東北支店

一般国道45号広丁地区電線共同溝工事
に伴う土工・特殊部工事

平成20年3月完成予定



５ 【研究開発活動】 

  電気通信工事の生産性、品質の向上及び安全確保のため、作業に必要な機械・工具・測定器等各種装置

の開発に取組むとともに、開発・研修センタにおいてＩＴ化時代に向け、多面的な情報・通信の応用技術

の開発及び社内業務効率化のためのシステム開発を進めている。 

 当中間連結会計期間における当社グループの研究開発の概要は以下のとおりであり、研究開発費として

4百万円を投入した。 

  

(1) 電気通信工事事業 

①工事車両ドアロック注意喚起ツールの開発 

 自動車内に積載した工事機材の盗難防止のため、ドアロック部にセンサーを取付け、作業員（運

転手）が運転席を離れたとき、音声により車両の施錠を強要させ、注意喚起、盗難防止を促すドア

ロック注意喚起ツ－ルを開発した。 

②デジタル回線正常性確認ツールの開発 

 ＮＴＴビルからお客様の家までは光ケーブル又は、銅線（メタリック・ケーブル）で接続されて

いる。メタリックケーブルによるブロードバンド通信サービス（ＡＤＳＬ、ＩＳＤＮ等）関連の切

替工事において回線が「正常」か「断線」か「誤接続」かを視覚（レベル値）と音で二重に確認す

るツ－ルを開発した。 

③ＡＯ－Ｆクロージャ用簡易作業台の開発 

 ＮＴＴ架空光ケーブル区間の接続箇所には、光ケーブル接続部収容装置（ＡＯ－Ｆクロージャ）

が取り付けられており、その装置内では、光ケーブル心線相互の接続を融着接続、メカニカルスプ

ライス接続といった接続工法で行っている。各種接続を行う際、接続作業者は接続機器を手で支え

ながら作業を行っており、作業能率が悪化していた。接続作業を能率よく、安定した状態で行える

よう使用工具、機材等を載せることが出来る「ＡＯ－Ｆクロージャ用簡易作業台」を開発した。 

④ＡＯ下部延ばしクロージャ用簡易作業台の開発 

 ＮＴＴ架空光ケーブル区間に適用されるＡＯ下部伸ばしクロージャは、接続部の収納のみに使用

することから、非常に小型化されていること及び接続余長が取れないこと等から融着接続機をＡＯ

下部延ばしクロージャに極力近づけて作業する必要性がある。このため融着接続機の安定性確保と

接続作業の能率向上を図るため「ＡＯ下部延ばしクロージャ用簡易作業台」を開発した。 

⑤ＦＡＳ作成用簡易作業台（ＡＯ－Ｆクロージャ用・３ＡＯクロージャ用）の開発 

 ＮＴＴ架空光ケーブル区間内のお客様引き込みケーブルの接続箇所には光ケーブル接続部収容装

置（クロージャ）が取り付けられており、そのクロージャ内でＦＡＳコネクタを作成し接続を行っ

ている。光ファイバーケーブル心線の先端に取り付けたＦＡＳコネクタ作成治具を仮置きする際

に、安定した仮置スペースをクロージャ内に確保することができないため作業能率を低下させてい

た。接続作業の能率向上を図るため「ＦＡＳコネクタ作成用簡易作業台」を開発した。 



⑥自在輪切カッターの開発 

 ＮＴＴ地下管路は複数本のケーブル収容管路が束となって地中に埋設してあり、既に設置されて

いる地下設備のルート上にマンホールを新設する場合は、管路を切り開きケーブルを露出させる必

要がある。ケーブルを露出させる際の切管作業においては、管路が輻輳している工事環境であるこ

とから、現状の工具では作業効率が悪く、ケーブル露出作業時にケーブルを損傷させる危険があっ

た。ケーブル収容管が輻輳した狭隘な状態でも、切管作業を早く、安全に行うことのできる工具を

開発した。 

⑦Ｂバンド締付け工具の開発 

 電柱に取り付けられている引上管は、鋼製のバンド（Ｂバンド）によって固定されている。鋼製

のＢバンドを使用した引上管締付け作業は、時間を要し作業性が悪かった。電柱の太さに関係なく

Ｂバンドの締付けを効率的に行い、引上げ管の設置を確実に、且つ安全に行うことのできる工具を

開発した。 

⑧マンホール鉄蓋地切工具の開発 

  ＮＴＴマンホール鉄蓋は “ガタツキ”による、騒音を防止するために、受枠に上蓋が食い込む

テーパ形状となっているが、交通量の多い箇所のマンホール鉄蓋を開ける場合、稀に鉄蓋の食い込

みが激しく専用工具を用いて開けている。この専用工具は重く、携帯性に欠けるため、作業者の負

担となっていた。従来工具に比べ軽量、コンパクトで作業者の負担を軽減する鉄蓋地切工具を開発

した。  

  

(2)その他の事業 

特に記載すべき事項はない。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はない。 

また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除去、売却等の計画はない。 

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はない。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はない。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種           類 発行可能株式総数(株)

普   通   株   式 66,428,000

計 66,428,000

種  類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年9月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内  容

普通株式 21,226,071 21,226,071
東京証券取引所
(市場第二部)

―

計 21,226,071 21,226,071 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年4月１日～ 
平成19年9月30日

― 21,226,071 ― 2,847 ― 2,641



(5) 【大株主の状況】 

平成19年9月30日現在 

 
(注) 自己株式1,199千株(5.65%)を保有している。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年9月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄には証券保管振替機構名義の株式が13,000株含まれている。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれている。 
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式882株が含まれている。 

  

氏 名 又 は 名 称 住     所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

スティール パートナーズ ジャパン 
ストラテジック ファンド(オフショ
ア) エル ピ- 
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

C/O MSFS(CAYMAN)LTD.P.O.BOX2681 GT
CENTURY YARD,4 TH FL. CRICKET 
C.I.,B.W.I. 
(東京都中央区日本橋3-11-1)

1,242 5.85

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 1,042 4.91

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,019 4.80

株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央3-3-20 989 4.66

ＴＴＫ従業員持株会 仙台市若林区新寺1-2-23 612 2.88

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関3-7-3 525 2.47

株式会社アイチコーポレーション 埼玉県上尾市大字領家字山下1152-10 514 2.42

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5 477 2.25

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲1-2-1 323 1.52

株式会社みちのく銀行 青森市勝田1-3-1 287 1.35

計 ― 7,031 33.13

区     分 株式数(株) 議決権の数(個) 内     容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

1,199,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

19,824,000
19,824 ―

単元未満株式
普通株式

203,071
― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 21,226,071 ― ―

総株主の議決権 ― 19,824 ―



② 【自己株式等】 

平成19年9月30日現在 

 
  

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものである。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  

  

所有者の氏名 
又は名称等

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社 ＴＴＫ

仙台市若林区新寺1-2-23 1,199,000 ― 1,199,000 5.65

計 ― 1,199,000 ― 1,199,000 5.65

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 700 706 724 758 750 704

低(円) 655 670 690 705 680 662



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規

則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載している。 

  なお、前中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)は、改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成している。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大

蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭

和24年建設省令第14号)に準じて記載している。 

  なお、前中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成している。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月

30日まで)の中間連結財務諸表、及び前中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の中間財

務諸表について、並びに金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年

4月1日から平成19年9月30日まで)の中間連結財務諸表、及び当中間会計期間(平成19年4月1日から平成19

年9月30日まで)の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けている。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年9月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年9月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年3月31日)

区    分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金預金 2,692 3,576 2,473

   受取手形・売掛金 ※2 729 604 735

   完成工事未収入金 5,435 5,040 10,229

   有価証券 674 324 623

   未成工事支出金 2,555 2,032 949

   その他たな卸資産 608 652 706

   その他 566 695 679

   貸倒引当金 △    10 △   15 △    15

     流動資産合計 13,251 57.6 12,911 56.9 16,381 62.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1

   建物・構築物 2,123 1,974 2,037

   機械・運搬具 67 55 56

   土地 2,580 2,486 2,507

   その他 205 154 181

     有形固定資産合計 4,976 4,671 4,783

 ２ 無形固定資産 329 274 296

 ３ 投資その他の資産

   投資有価証券 2,932 3,156 3,170

   繰延税金資産 855 1,030 861

   その他 659 654 653

   貸倒引当金 △    11 △   6 △    6

     投資その他の資産
     合計

4,436 4,834 4,678

     固定資産合計 9,742 42.4 9,781 43.1 9,758 37.3

     資産合計 22,993 100.0 22,692 100.0 26,140 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年9月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年9月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年3月31日)

区    分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   工事未払金 2,352 1,993 3,887

   買掛金 1,161 1,055 1,124

   未払法人税等 93 48 658

   未成工事受入金 150 142 16

   完成工事補償引当金 2 2 2

   その他 458 470 889

     流動負債合計 4,218 18.3 3,712 16.4 6,578 25.2

Ⅱ 固定負債

   退職給付引当金 2,986 3,040 3,030

   役員退職慰労引当金 168 167 194

   負ののれん 10 1 2

   その他 3 1 2

     固定負債合計 3,168 13.8 3,211 14.1 3,229 12.3

     負債合計 7,386 32.1 6,924 30.5 9,807 37.5

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,847 12.4 2,847 12.6 2,847 10.9

 ２ 資本剰余金 2,641 11.5 2,641 11.6 2,641 10.1

 ３ 利益剰余金 9,122 39.7 9,460 41.7 9,764 37.4

 ４ 自己株式 △  358 △1.6 △  365 △1.6 △  362 △1.4

     株主資本合計 14,253 62.0 14,584 64.3 14,891 57.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

836 673 918

     評価・換算差額等 
     合計

836 3.6 673 3.0 918 3.5

Ⅲ 少数株主持分 516 2.3 510 2.2 522 2.0

     純資産合計 15,606 67.9 15,768 69.5 16,332 62.5

     負債純資産合計 22,993 100.0 22,692 100.0 26,140 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

区    分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 完成工事高 ※8 15,473 100.0 15,226 100.0 39,778 100.0

Ⅱ 完成工事原価 14,083 91.0 13,780 90.5 35,308 88.8

   完成工事総利益 1,390 9.0 1,446 9.5 4,470 11.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 1,347 8.7 1,309 8.6 2,972 7.4

   営業利益 42 0.3 136 0.9 1,497 3.8

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 4 9 12

   受取配当金 23 27 44

   負ののれん償却額 16 13 24

   雑収入 17 62 0.4 20 71 0.5 31 113 0.3

Ⅴ 営業外費用

   雑支出 3 3 0.0 3 3 0.1 21 21 0.1

   経常利益 101 0.7 204 1.3 1,589 4.0

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 ※4 ― 1 ―

   投資有価証券売却益 0 ― 0

   その他特別利益 1 1 0.0 0 2 0.0 1 2 0.0

Ⅶ 特別損失

   固定資産売却損 ※2 0 ― 0

   固定資産除却損 ※3 3 0 4

   減損損失 ※5 ― 20 89

   役員退職慰労引当金 
   繰入額

※6 21 ― 21

   その他特別損失 ― 24 0.2 ― 21 0.1 4 119 0.3

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益

78 0.5 185 1.2 1,472 3.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

※7 
 

59 27 850

   法人税等調整額 △ 23 36 0.2 55 82 0.6 △ 268 582 1.5

   少数株主利益 9 0.0 6 0.0 15 0.0

   中間(当期)純利益 32 0.2 96 0.6 874 2.2



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

  

 
  

 
(注)平成18年6月(連結子会社は5月)の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

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

平成18年3月31日残高(百万円) 2,847 2,641 9,554 △ 357 14,686

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △ 400 △  400

 役員賞与 (注) △  63 △  63

 中間純利益 32 32

 自己株式の取得 △ 0 △   0

 株主資本以外の項目の中間連結

 会計期間の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
― ― △  432 △   0 △  433

平成18年9月30日残高(百万円) 2,847 2,641 9,122 △ 358 14,253

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高(百万円) 829 829 525 16,041

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △  400

 役員賞与 (注) △  63

 中間純利益 32

 自己株式の取得 △   0

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額(純額)
6 6 △ 8 △   1

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
6 6 △ 8 △  434

平成18年9月30日残高(百万円) 836 836 516 15,606



当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

  

 
  

 
  

  

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

平成19年3月31日残高(百万円) 2,847 2,641 9,764 △  362 14,891

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △  400 △  400

 中間純利益 96 96

 自己株式の取得 △   2 △    2

 株主資本以外の項目の中間連結

 会計期間の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△  304 △   2 △  306

平成19年9月30日残高(百万円) 2,847 2,641 9,460 △  365 14,584

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日残高(百万円) 918 918 522 16,332

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △  400

 中間純利益 96

 自己株式の取得 △   2

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額(純額)
△  245 △  245 △  12 △  257

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△  245 △  245 △ 12 △  564

平成19年9月30日残高(百万円) 673 673 510 15,768



前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

 
  

 
（注）平成18年6月(連結子会社は5月)の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

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

平成18年3月31日残高(百万円) 2,847 2,641 9,554 △  357 14,686

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当(注) △  400 △  400

 剰余金の配当 △  200 △  200

 役員賞与(注) △  63 △   63

 当期純利益 874 874

 自己株式の取得 △   5 △   5

 株主資本以外の項目の連結会計

 年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
209 △   5 204

平成19年3月31日残高(百万円) 2,847 2,641 9,764 △  362 14,891

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高(百万円) 829 829 525 16,041

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当(注) △  400

 剰余金の配当 △  200

 役員賞与(注) △   63

 当期純利益 874

 自己株式の取得 △   5

 株主資本以外の項目の連結会計 

 年度中の変動額(純額)
88 88 △   2 86

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
88 88 △   2 290

平成19年3月31日残高(百万円) 918 918 522 16,332



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ
・フ ロ ー 計算書

(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

区    分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
   税金等調整前中間(当期) 
   純利益

78 185 1,472

   減価償却費 165 161 343

   負ののれん償却額 △      16 △     13 △      24

   貸倒引当金の増減額 
   (減少：△)

1 △      0 1

   役員退職慰労引当金の 
   増減額(減少:△)

― △     26 47

   退職給付引当金の増加額 82 9 127

   受取利息及び受取配当金 △      27 △     37 △      57

   投資有価証券売却益 △      0 ― △      0

   減損損失 ― 20 89

   固定資産売却益 ― △      1 ―

   固定資産除売却損 3 0 4

   売上債権の増減額 
   (増加：△)

4,458 5,319 △     341

   未成工事支出金の 
   増加額

△    1,635 △    1,082 △      29

   その他たな卸資産の 
   増減額(増加:△)

△      24 54 △     122

   仕入債務の増減額 
   (減少：△)

△     996 △    1,963 501

   未成工事受入金の 
   増減額(減少：△)

△      21 126 △     155

   未払金の増減額(減少:△) △     262 △     303 174

   その他 △     77 △     201 79

    小    計 1,728 2,247 2,111

   利息及び配当金の受取額 27 37 57

   確定拠出年金制度移行
   に伴う臨時拠出額

― ― △     102

   法人税等の還付額 0 0 0

   法人税等の支払額 △     302 △     633 △     536

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

1,453 1,651 1,529



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ
・フ ロ ー 計算書

(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

区    分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   定期預金の純増加額 △     478 △     60 △     486

   有形固定資産の売却 
   による収入

0 5 1

   有形固定資産の取得 
   による支出

△     45 △     25 △     76

   無形固定資産の取得 
   による支出

△     38 △     27 △     55

   有価証券の売却によ 
   る収入

― 300 100

   投資有価証券の取得 
   による支出

△     41 △    399 △     190

   投資有価証券の売却 
   による収入

6 ― 8

   連結子会社株式の追加 
   取得による支出

― △     2 ―

   貸付けによる支出 △     25 △     5 △     79

   貸付金の回収による収入 27 13 85

   その他 △    1    0 △      2

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△     597 △    201 △     695

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   配当金の支払額 △     400 △    400 △     601

   少数株主への配当金の 
   支払額

△      3 △     3 △      3

   自己株式の取得 
   による支出

△      0 △     2 △      5

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△     405 △    407 △     610

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の増加額

450 1,043 223

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

2,392 2,616 2,392

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

2,842 3,659 2,616



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項  目

前中間連結会計期間

(自 平成18年4月１日

至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年4月１日

至 平成19年9月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年4月１日

至 平成19年3月31日)

１ 連結の範囲に関

する事項

連結子会社の数 

 連結子会社  8 社 

 非連結子会社 ―社

連結子会社の数 

 連結子会社  9 社 

 非連結子会社 ―社

連結子会社の数 

 連結子会社  8 社 

 非連結子会社 ―社

連結子会社名

東北通産㈱

東部電話工事㈱

北部電設㈱

盛岡電話工事㈱

八甲通信建設㈱

千秋通信建設㈱

山形通信工事㈱

福島電話工事㈱

連結子会社名

東北通産㈱

東部電話工事㈱

北部電設㈱

盛岡電話工事㈱

八甲通信建設㈱

千秋通信建設㈱

山形通信工事㈱

福島電話工事㈱

㈱ＴＴＫテクノ

連結子会社名

東北通産㈱

東部電話工事㈱

北部電設㈱

盛岡電話工事㈱

八甲通信建設㈱

千秋通信建設㈱

山形通信工事㈱

福島電話工事㈱

――――― (連結範囲の変更) 

 ㈱ＴＴＫテクノは、当中

間連結会計期間に新規設立

したことに伴い、当中間連

結会計期間より連結の範囲

に含めている。 

―――――

２ 持分法の適用に

関する事項

該当事項はない。 同左 同左

３ 連結子会社の

(中間)決算日等に

関する事項

 連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致

している。

同左  連結子会社の決算日は、

連結決算日と一致してい

る。

４ 会計処理基準に

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

中間決算日の市場

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

定している)

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

決算期末日の市場

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

算定している)

   時価のないもの

移動平均法による

原価法

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

② たな卸資産

      未成工事支出金

個別法による原価

法

② たな卸資産

  未成工事支出金

同左

② たな卸資産

  未成工事支出金

同左

  その他たな卸資産

      商品

移動平均法による

原価法

  その他たな卸資産

   商品

同左

  その他たな卸資産

   商品

同左

   材料貯蔵品

先入先出法による

原価法

   材料貯蔵品

同左

   材料貯蔵品

同左



項  目

前中間連結会計期間

(自 平成18年4月１日

至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年4月１日

至 平成19年9月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年4月１日

至 平成19年3月31日)

 (2) 重要な減価償

却資産の減価償

却の方法

① 有形固定資産

  定率法(ただし、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)を

採用している。

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりである。

① 有形固定資産

同左

①  有形固定資産

同左

  

  

   建物・構築物

3 ～ 50年

   機械・運搬具

3 ～ 14年

   工具器具・備品

5 ～ 10年

   

   

  

―――――  (会計方針の変更) 

 法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年3月30日 

法律第6号)及び(法人税

法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年3月30日 

政令第83号))に伴い、当

中間連結会計期間から、

平成19年4月1日以降に取

得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法

に変更している。 

 これによる損益に与え

る影響は軽微である。

―――――

――――― (追加情報) 

 当中間連結会計期間か

ら平成19年3月31日以前

に取得した有形固定資産

については、償却可能限

度額まで償却が終了した

翌年から5年間にわたり

均等償却し、減価償却費

に含めて計上している。 

 これによる損益に与え

る影響は軽微である。 

―――――



項  目

前中間連結会計期間

(自 平成18年4月１日

至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年4月１日

至 平成19年9月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年4月１日

至 平成19年3月31日)

② 無形固定資産

  定額法を採用してい

る。

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(5年)に基づく定額法を採

用している。

② 無形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左

 (3) 重要な引当金

の計上基準

① 貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

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

検討し、回収不能見込額

を計上している。

① 貸倒引当金

同左

① 貸倒引当金

同左

② 完成工事補償引当金

  完成工事に係るかし担

保の費用に備えるため、

過去の補償実績による見

積額を計上している。

② 完成工事補償引当金

同左

② 完成工事補償引当金

同左

 

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末にお

いて発生していると認め

られる額を計上してい

る。 

 数理計算上の差異は、

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

額法により発生の翌連結

会計年度から費用処理す

ることとしている。 

 過去勤務債務について

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

することとしている。

③ 退職給付引当金

同左

③ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上

している。 

 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

としている。 

 過去勤務債務について

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

することとしている。



 
  

項  目

前中間連結会計期間

(自 平成18年4月１日

至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年4月１日

至 平成19年9月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年4月１日

至 平成19年3月31日)

④ 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく中間連結会計期間

末要支給額を計上してい

る。

④ 役員退職慰労引当金

同左

④ 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上している。

(4) 重要なリース取

引の処理方法

 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、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

いる。

同左 同左

 (5) その他中間連結

財務諸表(連結財

務諸表)作成のた

めの重要な事項

消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理

税抜き方式によってい

る。

消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理

同左

消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲

中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から3カ月以内

に償還期限の到来する短期

投資からなっている。

同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から3カ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっている。



会計処理の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

 
(役員賞与に関する会計基準)

当中間連結会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」(企業会

計基準第4号 平成17年11月29日)

を適用している。

これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益が、

それぞれ31百万円減少している。

―――――

 

 

 

(役員賞与に関する会計基準)  

 当連結会計年度より、「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計

基準第4号 平成17年11月29日)を

適用している。  

これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ62百万円減少している。

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準第5

号 平成17年12月9日)及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業会

計基準適用指針第8号 平成17年12

月9日)を適用している。

これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、15,090百万円であ

る。

なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ている。

―――――

 

 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)  

 当連結会計年度より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」(企業会計基準第5号

平成17年12月9日)及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第8号 平成17年12月9

日)を適用している。  

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は15,809百万円であ

る。  

 なお、当連結会計年度における

連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成している。  

 



表示方法の変更 

  

 
  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

 
(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」とし

て掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「の

れん」又は「負ののれん」と表示している。

―――――

 
(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間

から「負ののれん償却額」と表示している。

―――――

 
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間

から「負ののれん償却額」と表示している。

―――――

前中間連結会計期間末 
(平成18年9月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年9月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年3月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は3,726百万円である。

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額は3,827百万円である。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は3,756百万円である。

※２ 中間連結会計期間末日の満期

手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理して

いる。

   なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が中間連結

会計期間末日の残高に含まれて

いる。

   受取手形   3百万円

※２ 中間連結会計期間末日の満

期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済

処理している。

   なお、当中間連結会計期間

の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の満期手形が中

間連結会計期間末日の残高に

含まれている。

   受取手形    11百万円

※２ 連結会計年度末日の満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してい

る。  

 なお、当連結会計年度の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が連結会計年

度末日の残高に含まれている。 

  受取手形  13百万円  

 



(中間連結損益計算書関係) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年4月１日

至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年4月１日

至 平成19年9月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年4月１日

至 平成19年3月31日)
 

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目及び金額は次の

とおりである。

・従業員給与手当 508百万円

・法定福利費 76

・通信交通費 68

・退職給付費用 56

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目及び金額は次の

とおりである。

・従業員給与手当 512百万円

・法定福利費 73

・通信交通費 66

・退職給付費用 51

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目及び金額は次の

とおりである。

・従業員給与手当 1,285百万円

・法定福利費 187

・通信交通費 138

・退職給付費用 107

  
※２ 固定資産売却損の主要項目は

次のとおりである。

・機械・運搬具 0百万円

――――― ※２ 固定資産売却損の主要項目は

次のとおりである。

・機械・運搬具 0百万円

  

 

※３ 固定資産除却損の主要項目は

次のとおりである。

・建物・構築物 0百万円

・機械・運搬具 0
・その他有形 
  固定資産 2

  計 3
 

※３ 固定資産除却損の主要項目

は次のとおりである。
・その他有形
 固定資産

0百万円

※３ 固定資産除却損の主要項目は

次のとおりである。

・建物・構築物 1百万円

・機械・運搬具 0
・その他有形
 固定資産 2

   計 4

―――――

 

※４ 固定資産売却益の主要項目

は次のとおりである。

・建物・構築物 0百万円

・機械・運搬具 0
・その他有形
 固定資産 0

 計 1

―――――



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年4月１日

至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年4月１日

至 平成19年9月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年4月１日

至 平成19年3月31日)

――――― ※５ 減損損失

     当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資産

について減損損失を計上した。

※５ 減損損失

     当連結会計年度において、当社

グループは以下の資産について減

損損失を計上した。
 

 

場 所 用途 種 類

秋田県鹿角市 遊休 土 地

     当社グループは、事業用資産

については管理会計上の区分を

基準として拠点別に、遊休資産

については個別の物件ごとにグ

ルーピングしている。  

 秋田県鹿角市の土地について

は遊休資産であり、個別に評価

した結果、帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減損額を減

損損失20百万円として特別損失

に計上したものである。 

 なお、回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、路

線価を基準として算定してい

る。
 

 

場 所 用途 種 類

青森県北津軽
郡板柳町

遊休 建物・構築
物・土地

山形県鶴岡市 〃 〃

     当社グループは、事業用資産に

ついては管理会計上の区分を基準

として拠点別に、遊休資産につい

ては個別の物件ごとにグルーピン

グしている。  

 北津軽郡板柳町の建物・構築

物・土地、及び鶴岡市の建物・構

築物・土地については営業所とし

て使用していたが、今後使用する

見込みがなくなったため、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当

該減損額を減損損失89百万円

(内、建物14百万円、構築物1百万

円、土地72百万円)として特別損

失に計上したものである。  

 なお、回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、北津軽

郡板柳町、鶴岡市の建物、構築

物、土地については不動産鑑定評

価額を基準として算定してい

る。 

※６ 特別損失の役員退職慰労引当

金繰入額は、内規変更による役

員退職慰労金の過年度分相当額

である。
 

―――――

 
 

※６ 特別損失の役員退職慰労引当

金繰入額は、内規変更による役

員退職慰労金の過年度分相当額

である。

※７ 法人税、住民税及び事業税額

の算定に当たり、当事業年度に

取崩すことを予定している建物

圧縮積立金の額を考慮してい

る。

※７     同左 ―――――

  
※８  当社グループの完成工事高

は、通常の営業形態として、上

半期に比べ下半期に完成する工

事の割合が大きいため、連結会

計年度の上半期の完成工事高と

下半期の完成工事高との間に著

しい相違があり、上半期と下半

期の業績に著しい季節的変動が

ある。

※８     同左 ―――――



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

   
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りである。 

 単元未満株式の買取りによる増加   1千株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はない。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(千株)

当中間連結会計期間
増加株式数(千株)

当中間連結会計期間
減少株式数(千株)

当中間連結会計期間末 
株式数(千株)

普通株式 21,226 ― ― 21,226

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(千株)

当中間連結会計期間
増加株式数(千株)

当中間連結会計期間
減少株式数(千株)

当中間連結会計期間末 
株式数(千株)

普通株式 1,188 1 ― 1,189

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日 
定時株主総会

普通株式 400 20 平成18年3月31日 平成18年6月30日

決議 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月14日 
取締役会

普通株式 200 利益剰余金 10 平成18年9月30日 平成18年11月28日



当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

   
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りである。 

 単元未満株式の買取りによる増加   3千株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はない。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(千株)

当中間連結会計期間
増加株式数(千株)

当中間連結会計期間
減少株式数(千株)

当中間連結会計期間末 
株式数(千株)

普通株式 21,226 ― ― 21,226

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(千株)

当中間連結会計期間
増加株式数(千株)

当中間連結会計期間
減少株式数(千株)

当中間連結会計期間末 
株式数(千株)

普通株式 1,196 3 ― 1,199

決議 株式の種類
配当金の総額 

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年6月28日 

定時株主総会
普通株式 400 20 平成19年3月31日 平成19年6月29日

決議 株式の種類
配当金の総額 

（百万円）
配当の原資

１株当たり 

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成19年11月14日 

取締役会
普通株式 200 利益剰余金 10 平成19年9月30日 平成19年11月28日



前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りである。 

 単元未満株式の買取りによる増加   7千株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はない。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計期間後となるもの 

 
   (注) 1株当たり配当額20円は、特別配当10円(「経営改革新3カ年計画(平成15年度～17年度)」達  

     成御礼)を含んでいる。 

  

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末 
株式数(千株)

普通株式 21,226 ― ― 21,226

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末 
株式数(千株)

普通株式 1,188 7 ― 1,196

決議 株式の種類
配当金の総額 

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年6月29日 

定時株主総会
普通株式 400 20 平成18年3月31日 平成18年6月30日

平成18年11月14日 

取締役会
普通株式 200 10 平成18年9月30日 平成18年11月28日

決議 株式の種類
配当金の総額 

（百万円）
配当の原資

１株当たり 

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成19年6月28日 

定時株主総会
普通株式 400 利益剰余金 20 平成19年3月31日 平成19年6月29日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

(平成18年9月30日)

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

(平成19年9月30日)

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

(平成19年3月31日)

現金預金勘定 2,692百万円

預入期間3カ月を 

超える定期預金
△123

有価証券勘定のうち 

MMF等資金としたもの
273

現金及び現金同等物 2,842
 

現金預金勘定 3,576百万円

預入期間3カ月を 

超える定期預金
△191

有価証券勘定のうち 

MMF等資金としたもの
274

現金及び現金同等物 3,659
 

現金預金勘定 2,473 百万円

預入期間3カ月を 

超える定期預金
△131

有価証券勘定のうち 

MMF等資金としたもの
 274

現金及び現金同等物 2,616



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

１ 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

１ 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

１ 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

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

 

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 

(百万円)

機 械・
運搬具

197 120 76

その他 
固定 
資産

86 72 13

合計 283 193 90
 

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 

(百万円)

機 械・
運搬具 65 17 48

その他 
固定 
資産

129 95 33

合計 195 113 82
 

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機 械・
運搬具

194 117 77

その他
固定 
資産

30 22 8

合計 225 139 85

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み

法により算定している。

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み

法により算定している。

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により

算定している。

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 42百万円

１年超 48

合計 90

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 32百万円

１年超 50

合計 82

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 41百万円

１年超 44

合計 85

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定している。

同左   (注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高

相当額が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定して

いる。

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 28百万円

減価償却費 
相当額

28百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 20百万円

減価償却費
相当額

20百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 51百万円

減価償却費 
相当額

51百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っている。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 11百万円

１年超 10

合計 21

１年内 2百万円

１年超 4

合計 6

１年内 10百万円

１年超 5

合計 15

(減損損失について)

 リース資産に配分された減損

損失はないため、項目等の記載

は省略している。

 

(減損損失について)

同左

(減損損失について)

同左



(有価証券関係) 

Ⅰ 前中間連結会計期間末(平成18年9月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、中間連結会計期間末時点における有価証券の時価が取得原価に比べ50％以上下落した

場合には原則としてすべて減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、個々の銘柄の回復可能性等を判

断して減損処理を行っている。 

なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるもので、減損処理を行ったものはない。 

  

２ 時価評価されていない「有価証券」の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 
  

Ⅱ 当中間連結会計期間末(平成19年9月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、中間連結会計期間末時点における有価証券の時価が取得原価に比べ50％以上下落した

場合には原則としてすべて減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、個々の銘柄の回復可能性等を判

断して減損処理を行っている。 

なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるもので、減損処理を行ったものはない。 

  

２ 時価評価されていない「有価証券」の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 
  

種     類
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差  額 
(百万円)

株     式 1,018 2,435 1,416

債     券

国 債 ・ 地 方 債 等 200 199 △  0

社           債 654 653 △  1

合      計 1,873 3,288 1,414

非上場株式 44百万円

MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等 273百万円

種     類
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差  額 
(百万円)

株     式 1,565 2,708 1,142

債     券

国 債 ・ 地 方 債 等 ― ― ―

社           債 455 453 △  1

合      計 2,020 3,161 1,140

非上場株式 44百万円

MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等 274百万円



Ⅲ 前連結会計年度(平成19年3月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、当連結会計年度における有価証券の時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

原則としてすべて減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、個々の銘柄の回復可能性等を判断して減

損処理を行っている。 

なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるもので、減損処理を行ったものはない。 

  

２ 時価評価されていない主な「有価証券」の内容及び連結貸借対照表計上額 

 

  
  
  
  

種      類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差  額 
(百万円)

株     式 1,166 2,719 1,553

債     券

国 債 ・ 地 方 債 等 200 199 △  0

社           債 554 554 △  0

合     計 1,921 3,474 1,552

非上場株式 44百万円

MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等 274百万円



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日  至 平成18年9月30日) 

 該当事項はない。 

 なお、期日前解約特約付変動金利定期預金は、時価評価の必要のない複合金融商品であり、注記の対

象から除いている。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日  至 平成19年9月30日) 

 該当事項はない。 

  なお、期日前解約特約付変動金利定期預金は、時価評価の必要のない複合金融商品であり、注記の対

象から除いている。 

  

前連結会計年度(自 平成18年4月1日  至 平成19年3月31日) 

  該当事項はない。 

  なお、期日前解約特約付変動金利定期預金は、時価評価の必要のない複合金融商品であり、注記の対

象から除いている。 

  

  

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)及び 

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

事業の種類として「電気通信工事事業」及び「その他の事業」に区分しているが、全セグメントの売

上高の合計、営業利益の合計額に占める「電気通信工事事業」の割合が、いずれも90％を超えているた

め、事業の種類別セグメント情報の記載を省略した。 

  

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

事業の種類として「電気通信工事事業」及び「その他の事業」に区分しているが、当連結会計年度に

ついては、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

「電気通信工事事業」の割合が、いずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略した。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、本邦以外に所在する支店

および連結子会社がないため、記載を省略した。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、海外売上高がないため、

記載を省略した。 



(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 
       

 
       

   2 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
  

  

(重要な後発事象) 

 
  

(2) 【その他】 

 該当事項はない。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

１株当たり純資産額 753円15銭 １株当たり純資産額 761円90銭 １株当たり純資産額 789円32銭

１株当たり中間 
純利益金額

1円61銭
１株当たり中間
純利益金額

4円81銭
１株当たり当期
純利益金額

43円66銭

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益金額

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額

  潜在株式が存在しないため記載

していない。
    同左 同左

前中間連結会計期間末
平成18年9月30日

当中間連結会計期間末
平成19年9月30日

前連結会計年度末
平成19年3月31日

純資産の部の合計額(百万円) 15,606 15,768 16,332

純資産の部の合計額から控除する金額 

(百万円)
516 510 522

(うち少数株主持分)(百万円) (516) (510) (522)

普通株式に係る中間期末(期末)の

純資産額(百万円)
15,090 15,258 15,809

1株当たり純資産額の算定に用いられた 

中間期末(期末)の普通株式の数(千株)
20,036 20,026 20,029

前中間連結会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 32 96 874

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益
(百万円)

32 96 874

普通株式の期中平均株式数(千株) 20,037 20,028 20,034

前中間連結会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

該当事項はない。 同左 同左



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年9月30日)

当中間会計期間末

(平成19年9月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年3月31日)

区     分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金預金 1,631 1,638 1,337

   受取手形 ※3 41 34 110

   完成工事未収入金 5,399 4,951 10,066

   有価証券 400 49 349

   未成工事支出金 1,865 1,859 807

   材料貯蔵品 10 431 9

   未収入金 1,218 147 1,113

   その他 ※2 208 548 436

   貸倒引当金 △   1 △   6 △   6

    流動資産合計 10,774 53.4 9,652 50.6 14,223 60.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1

   建物 1,839 1,714 1,767

   土地 2,297 2,204 2,224

   その他 377 312 337

    計 4,514 4,231 4,330

 ２ 無形固定資産 322 269 291

 ３ 投資その他の資産

   投資有価証券 3,104 3,385 3,344

   繰延税金資産 647 827 652

   その他 813 723 777

   貸倒引当金 △   8 △   3 △   3

    計 4,556 4,932 4,770

    固定資産合計 9,393 46.6 9,433 49.4 9,391 39.8

    資産合計 20,168 100.0 19,086 100.0 23,615 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年9月30日)

当中間会計期間末

(平成19年9月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年3月31日)

区     分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   工事未払金 3,033 2,290 5,082

   未払法人税等 50 27 583

   未成工事受入金 117 105 10

   完成工事補償引当金 2 2 2

   その他 ※2 656 354 1,025

    流動負債合計 3,860 19.2 2,780 14.6 6,703 28.4

Ⅱ 固定負債

   退職給付引当金 2,484 2,549 2,536

   その他 105 114 119

    固定負債合計 2,589 12.8 2,663 13.9 2,656 11.2

    負債合計 6,450 32.0 5,444 28.5 9,360 39.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,847 14.1 2,847 14.9 2,847 12.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 2,641 2,641 2,641

   資本剰余金合計 2,641 13.1 2,641 13.8 2,641 11.2

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 711 711 711

  (2) その他利益剰余金

    株主配当積立金 756 756 756

    建物圧縮積立金 60 57 57

    別途積立金 5,832 5,832 5,832

    繰越利益剰余金 401 496 862

   利益剰余金合計 7,761 38.5 7,853 41.2 8,220 34.8

 ４ 自己株式 △  358 △1.8 △  365 △1.9 △  362 △1.5

    株主資本合計 12,892 63.9 12,977 68.0 13,346 56.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

825 4.1 664 3.5 908 3.8

    評価・換算差額等合計 825 4.1 664 3.5 908 3.8

    純資産合計 13,718 68.0 13,641 71.5 14,255 60.4

    負債純資産合計 20,168 100.0 19,086 100.0 23,615 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

区     分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 完成工事高 ※1.3 13,201 100.0 12,971 100.0 34,910 100.0

Ⅱ 完成工事原価 ※2 11,825 89.6 11,869 91.5 30,920 88.6

   完成工事総利益 1,375 10.4 1,101 8.5 3,990 11.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,101 8.3 1,062 8.2 2,450 7.0

   営業利益 274 2.1 39 0.3 1,539 4.4

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 4 8 11

   受取配当金 30 35 52

   その他 32 67 0.5 23 66 0.5 57 120 0.3

Ⅴ 営業外費用

   子会社出向者 
   人件費等負担金

112 24 260

   その他 3 115 0.9 1 26 0.2 5 265 0.7

   経常利益 226 1.7 79 0.6 1,394 4.0

Ⅵ 特別利益

   投資有価証券売却益 0 ― 0

   その他特別利益 ― 0 0.0 0 0 0.0 ― 0 0.0

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 ※5 2 ― 3

   固定資産売却損 ※6 0 ― 0

   減損損失 ※7 ― 20 89

   その他特別損失 ― 3 0.0 ― 20 0.1 4 96 0.3

   税引前中間(当期)純利益 223 1.7 58 0.5 1,298 3.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

※8 20 9 741

   法人税等調整額 78 99 0.8 15 24 0.2 △ 226 515 1.5

   中間(当期)純利益 124 0.9 34 0.3 783 2.2



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 
  

 

 

 
(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年3月31日残高(百万円) 2,847 2,641 2,641

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注)

 役員賞与 (注)

 中間純利益

 自己株式の取得

 その他利益剰余金の内訳
科目間の振替

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ―

平成18年9月30日残高(百万円) 2,847 2,641 2,641

 
株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
株主配当 

積立金

建物圧縮 

積立金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年3月31日残高(百万円) 711 956 63 5,832 519 8,082 △ 357 13,215

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △ 400 △ 400 △ 400

 役員賞与 (注) △ 45 △ 45 △  45

 中間純利益 124 124 124

 自己株式の取得 △  0 △  0

 その他利益剰余金の内訳 
 科目間の振替

△ 200 △  3 203

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △ 200 △  3 ― △ 117 △ 321 △  0 △ 322

平成18年9月30日残高(百万円) 711 756 60 5,832 401 7,761 △ 358 12,892

 
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年3月31日残高(百万円) 817 817 14,033

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △  400

 役員賞与 (注) △  45

 中間純利益 124

 自己株式の取得 △   0

 その他利益剰余金の内訳 
 科目間の振替
 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

7 7 7

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

7 7 △  314

平成18年9月30日残高(百万円) 825 825 13,718

 



当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 
  

 

 

 
  

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年3月31日残高(百万円) 2,847 2,641 2,641

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 中間純利益

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

平成19年9月30日残高(百万円) 2,847 2,641 2,641

 
株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
株主配当 

積立金

建物圧縮 

積立金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金

平成19年3月31日残高(百万円) 711 756 57 5,832 862 8,220 △ 362 13,346

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 400 △ 400 △ 400

 中間純利益 34 34 34

 自己株式の取得 △  2 △  2

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△ 366 △ 366 △  2 △ 369

平成19年9月30日残高(百万円) 711 756 57 5,832 496 7,853 △ 365 12,977

 
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成19年3月31日残高(百万円) 908 908 14,255

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △  400

 中間純利益 34

 自己株式の取得 △   2

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△  244 △  244 △  244

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△  244 △  244 △  613

平成19年9月30日残高(百万円) 664 664 13,641



前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

   

 

 
(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年3月31日残高(百万円) 2,847 2,641 2,641

事業年度中の変動額

 株主配当積立金の取崩(注)

 建物圧縮積立金の取崩(注)

 建物圧縮積立金の取崩

  剰余金の配当(注)

  剰余金の配当

 役員賞与(注)

 当期純利益

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の事業年度  
 の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ―

平成19年3月31日残高(百万円) 2,847 2,641 2,641

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
株主配当 

積立金

建物圧縮 

積立金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年3月31日残高(百万円) 711 956 63 5,832 519 8,082 △357 13,215

事業年度中の変動額

 株主配当積立金の取崩(注) △200 200

 建物圧縮積立金の取崩(注) △3 3

 建物圧縮積立金取崩 △3 3

 剰余金の配当(注) △400 △400 △400

  剰余金の配当 △200 △200 △200

 役員賞与(注) △45 △45 △45

 当期純利益 783 783 783

 自己株式の取得 △5 △5

 株主資本以外の項目の事業年度  
 の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― △200 △6 ― 343 137 △5 131

平成19年3月31日残高(百万円) 711 756 57 5,832 862 8,220 △362 13,346

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年3月31日残高(百万円) 817 817 14,033

事業年度中の変動額

  株主配当積立金の取崩(注)

 建物圧縮積立金の取崩(注)

  建物圧縮積立金の取崩

 剰余金の配当(注) △400

  剰余金の配当 △200

 役員賞与(注) △45

 当期純利益 783

 自己株式の取得 △5

 株主資本以外の項目の事業年度 
 の変動額(純額)

90 90 90

事業年度中の変動額合計(百万円) 90 90 222

平成19年3月31日残高(百万円) 908 908 14,255



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前事業年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及

び評価方法

 ① 子会社株式

   移動平均法による原

価法

 ① 子会社株式

     同左

 ① 子会社株式

同左

 ② その他有価証券

   時価のあるもの

中間決算日の市

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)

 ② その他有価証券

   時価のあるもの

同左

 ② その他有価証券

   時価のあるもの

     期末決算日の市

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

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

(2) たな卸資産の評価基準

及び評価方法

(2) たな卸資産の評価基準

及び評価方法

(2) たな卸資産の評価基準

及び評価方法

 ① 未成工事支出金

     個別法による原

価法

 ① 未成工事支出金

同左

 ① 未成工事支出金

同左

 ② 材料貯蔵品

     先入先出法によ

る原価法

 ② 材料貯蔵品

同左

 ② 材料貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法(ただし、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)を採用している。

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

  同左

 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりである。

建物及び構築物

3～50年

機械装置及び

車両運搬具 3～14年

工具器具及び備品

5～10年
 

   

 



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前事業年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

――――― (会計方針の変更) 

 法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年3月30日 

法律第6号)及び(法人税

法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年3月30日 

政令第83号))に伴い、当

中間会計期間から、平成

19年4月1日以降に取得し

た有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に

変更している。 

 これによる損益に与え

る影響は軽微である。 

―――――

――――― (追加情報) 

 当中間会計期間から平

成19年3月31日以前に取

得した有形固定資産につ

いては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年

度から5年間にわたり均

等償却し、減価償却費に

含めて計上している。 

 これによる損益に与え

る影響は軽微である。

―――――

(2) 無形固定資産

定額法を採用してい

る。

なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を

採用している。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左



   
  

前中間会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前事業年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

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

検討し、回収不能見込額

を計上している。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 完成工事補償引当金

  完成工事に係るかし担

保の費用に備えるため、

過去の補償実績による見

積額を計上している。

(2) 完成工事補償引当金

同左

(2) 完成工事補償引当金

同左

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務の

見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生

していると認められる額

を計上している。

  数理計算上の差異は、

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

額法により翌期から費用

処理することとしてい

る。

  過去勤務債務について

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

することとしている。

(3) 退職給付引当金

同左

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務の

見込額に基づき計上して

いる。

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

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

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてい

る。

  過去勤務債務について

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

することとしている。

(4) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上している。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上している。

４ リース取引の処理

方法

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、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっている。

同左 同左

５ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成の

ための基本となる重

要な事項

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

によっている。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



会計処理の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前事業年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

  

(役員賞与に関する会計基準)

当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計

基準第4号 平成17年11月29日)を

適用している。

これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益が、それぞ

れ22百万円減少している。

――――― (役員賞与に関する会計基準)

当事業年度より、「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準

第4号 平成17年11月29日)を適用

している。

これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が、それぞ

れ45百万円減少している。

(貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準)

当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」(企業会計基準第5号

平成17年12月9日)及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」(企業会計

基準適用指針第8号 平成17年12

月9日)を適用している。

これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、13,718百万円であ

る。

なお、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成している。

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準)

当事業年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第5号 平成

17年12月9日)及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」(企業会計基準

適用指針第8号 平成17年12月9

日)を適用している。

これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、14,255百万円であ

る。

なお、当事業年度における貸借

対照表の純資産の部については、

財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により

作成している。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 

  

前中間会計期間末 
(平成18年9月30日)

当中間会計期間末
(平成19年9月30日)

前事業年度末 
(平成19年3月31日)

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

3,259百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

3,384百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

3,292百万円

※２ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示してい

る。

※２ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動資産の

「その他」に含めて表示してい

る。

―――――

  
※３ 中間会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してい

る。

   なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間会計期

間末日の残高に含まれている。

  受取手形      3百万円
 

※３ 中間会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してい

る。

   なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間会計期

間末日の残高に含まれている。

  受取手形      11百万円
 

※３ 事業年度末日の満期手形の会

計処理については、手形交換日

をもって決済処理している。

   なお、当事業年度の末日は金

融機関の休日であったため、次

の満期手形が当事業年度末日の

残高に含まれている。

  受取手形     13 百万円



(中間損益計算書関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前事業年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

 
※１ 完成工事高には、電気通信端

末機器等の商品売上高74百万円

が含まれている。

※１ 完成工事高には、電気通信端

末機器等の商品売上高48百万円

が含まれている。

※１ 完成工事高には、電気通信端

末機器等の商品売上高157百万

円が含まれている。
  
※２ 完成工事原価には、電気通信

端末機器等の商品売上原価61百

万円が含まれている。

※２ 完成工事原価には、電気通信

端末機器等の商品売上原価40百

万円が含まれている。

※２ 完成工事原価には、電気通信

端末機器等の商品売上原価128

百万円が含まれている。
  
※３ 過去一年間の完成工事高

   当社の完成工事高は、事業年

度の上半期の完成工事高と下半

期の完成工事高との間に季節的

変動があり著しい相違がある。

※３ 過去一年間の完成工事高

   当社の完成工事高は、事業年

度の上半期の完成工事高と下半

期の完成工事高との間に季節的

変動があり著しい相違がある。

―――――

 

   なお、当中間期末に至る一年

間の完成工事高は次のとおりで

ある。

前事業年度 
下半期

19,032百万円

当中間期 13,201

  計 32,233
 

   なお、当中間期末に至る一年

間の完成工事高は次のとおりで

ある。

前事業年度
下半期

21,709百万円

当中間期 12,971

  計 34,680

  

 

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 104百万円

無形固定資産 42

  計 147
 

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 98百万円

無形固定資産 48

  計 147
 

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 214百万円

無形固定資産 90

 計 305

  
※５ 固定資産除却損の主要項目

建物及び構築物   0百万円

その他有形固定資産 2百万円

――――― ※５ 固定資産除却損の主要項目

建物及び構築物   0百万円

その他有形固定資産 2百万円

  
※６ 固定資産売却損の主要項目

機械及び運搬具   0百万円

――――― ※６ 固定資産売却損の主要項目

車両         0百万円



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前事業年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

  

――――― ※７ 減損損失

     中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計

上した。

※７ 減損損失

     当事業年度において、当社は以

下の資産について減損損失を計上

した。
 

 

場 所 用途 種 類

秋田県鹿角市 遊休 土 地

     当社は、事業用資産については

管理会計上の区分を基準として拠

点別に、遊休資産については個別

の物件ごとにグルーピングしてい

る。  

 秋田県鹿角市の土地については

遊休資産であり、個別に評価した

結果、帳簿価額を回収可能額まで

減額し、当該減損額を減損損失20

百万円として特別損失に計上した

ものである。 

 なお、回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、路線価

を基準として算定している。

     

 

場所 用途 種類

青森県北津軽郡
板柳町

遊休 建物・構築
物・土地

山形県鶴岡市 〃 〃

    当社は、事業用資産については

管理会計上の区分を基準として拠

点別に、遊休資産については個別

の物件ごとにグルーピングしてい

る。  

 北津軽郡板柳町の建物・構築

物・土地、及び鶴岡市の建物・構

築物・土地については営業所用地

として使用していたが、今後使用

見込みがなくなったため、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当

該減損額を減損損失89百万円

(内、建物14百万円、構築物1百万

円、土地72百万円)として特別損

失に計上したものである。  

 なお、回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、北津軽

郡板柳町、鶴岡市の建物・構築

物・土地については不動産鑑定評

価額を基準として算定している。

※８ 法人税、住民税及び事業税額

の算定に当たり、当事業年度に

取崩すことを予定している建物

圧縮積立金の額を考慮してい

る。

※８ 同左 ―――――



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りである。 

   単元未満株式の買取りによる増加  1千株 

  

当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りである。 

   単元未満株式の買取りによる増加  3千株 

  

前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りである。 

   単元未満株式の買取りによる増加  7千株 

   

  

  

株式の種類
前事業年度末 
株式数(千株)

当中間会計期間
増加株式数(千株)

当中間会計期間
減少株式数(千株)

当中間会計期間末
株式数(千株)

普通株式 1,188 1 ― 1,189

株式の種類
前事業年度末
株式数(千株)

当中間会計期間
増加株式数(千株)

当中間会計期間
減少株式数(千株)

当中間会計期間末
株式数(千株)

普通株式 1,196 3 ― 1,199

株式の種類
前事業年度末
株式数(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)

当事業年度末
株式数(千株)

普通株式 1,188 7 ― 1,196



(リース取引関係) 

  

 

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるもの

はない。 

前中間会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前事業年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

 
１ 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

１ 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

１ 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

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

 

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 

(百万円)
機 械・
運搬具

4 1 2

その他
固定資
産

33 26 7

合計 38 27 10

  

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

機 械・
運搬具 55 11 43

その他
固定資
産

27 9 17

合計 82 21 61
  

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)
機 械・
運搬具

4 2 2

その他
固定資
産

19 14 5

合計 24 16 7

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 5百万円

１年超 5

合計 10

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 15百万円

１年超 45

合計 61

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 4百万円

１年超 2

合計 7

(注) なお、取得価額相当額及び未

経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

している。

同左 (注) なお、取得価額相当額及び未

経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定している。

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 3百万円

減価償却費 
相当額

3

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 8百万円

減価償却費
相当額

8

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 6百万円

減価償却費 
相当額

6

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っている。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

―――――

 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1百万円

１年超 4

合計 6

―――――

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損

失はないため、項目等の記載は省

略している。

(減損損失について)

同左

(減損損失について)

同左



(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
     

   2 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前事業年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

１株当たり純資産額 684円69銭 １株当たり純資産額 681円20銭 １株当たり純資産額 711円71銭

１株当たり中間 

純利益金額
6円21銭

１株当たり中間 

純利益金額
1円70銭

１株当たり当期 

純利益金額
39円10銭

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額

  潜在株式が存在しないため記載

していない。
       同左        同左

前中間会計期間末
(平成18年9月30日)

当中間会計期間末
(平成19年9月30日)

前事業年度末
(平成19年3月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 13,718 13,641 14,255

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

― ― ―

普通株式に係る中間期末(期末)の
純資産額(百万円)

13,718 13,641 14,255

1株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末(期末)の普通株式の数(千株)

20,036 20,026 20,029

前中間会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前事業年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

中間(当期)純利益 (百万円) 124 34 783

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益 

(百万円)
124 34 783

普通株式の期中平均株式数

(千株)
20,037 20,028 20,034



(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

 第55期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)中間配当については、平成19年11月14日開催の取締 

役会において、平成19年9月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、 

次のとおり中間配当を行うことを決議した。 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前事業年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

該当事項はない。 同左 同左

① 中間配当金総額 200百万円

② 1株当たり中間配当金 10円00銭

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成19年11月28日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間において、東北財務局長に提出した金融商品取引

法第25条第１項各号に掲げる書類は、次のとおりである。 

  

１ 有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第54期(自 平成18年4月１日 至 平成19年3月31日)平成19年6月28日提出 

  

  



該当事項はない。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  
 

株式会社 ＴＴＫ 

 

  

 

  
 

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＴＴＫの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18

年4月1日から平成18年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損

益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社ＴＴＫ及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

平成18年12月12日

取  締  役  会    御中

監査法人 トーマツ

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  尾  町  雅  文  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  岩  瀬  高  志  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  
 

株式会社 ＴＴＫ 

 

  

 

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社ＴＴＫの平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社ＴＴＫ及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

  

平成19年12月5日

取  締  役  会    御中

監査法人 トーマツ

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  尾  町  雅  文  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  岩  瀬  高  志  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

 

株式会社 ＴＴＫ 

 

  

 

  
 

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＴＴＫの平成18年4月１日から平成19年3月31日までの第54期事業年度の中間会計期間(平成18

年4月1日から平成18年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び

中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ＴＴＫの平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 
  

 

平成18年12月12日

取  締  役  会   御中

監査法人 トーマツ

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  尾  町  雅  文  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  岩  瀬  高  志  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

 

株式会社 ＴＴＫ 

 

  

 

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社ＴＴＫの平成19年4月１日から平成20年3月31日までの第55期事業年度の中間会計期

間(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ＴＴＫの平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 
  

 

平成19年12月5日

取  締  役  会   御中

監査法人 トーマツ

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  尾  町  雅  文  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  岩  瀬  高  志  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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