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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第64期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第65期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第64期

会計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

売上高 (千円) 9,041,423 9,845,384 43,069,745

経常利益 (千円) 202,894 412,448 1,208,209

四半期(当期)純利益 (千円) 118,908 239,159 709,245

純資産額 (千円) 14,691,752 14,883,814 14,845,414

総資産額 (千円) 26,522,960 26,585,944 29,704,113

１株当たり純資産額 (円) 692.83 719.89 718.11

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 5.75 11.65 34.43

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 53.9 55.6 49.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,410,589 2,117,456 1,904,508

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △147,309 △123,371 △580,801

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,852,297 △2,031,373 △1,509,351

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 714,229 1,080,313 1,117,602

従業員数 (名) 1,874 1,955 1,885

(注)　１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

(注)　２　潜在株式調整後１株当たり四半期(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おり

　　ません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年６月30日現在

従業員数(名) 1,955

(注) 　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を

含む就業人員であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年６月30日現在

従業員数(名) 500

(注) 　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(千円) 前年同四半期比(％)

情報通信設備事業 7,510,784 ─

情報通信サービス事業 2,024,335 ─

販売リース事業 730,475 ─

合計 10,265,595 ─

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

情報通信設備事業 10,259,675 ─ 11,894,454 ─

情報通信サービス事業 2,808,251 ─ 1,462,927 ─

販売リース事業 730,475 ─ ─ ─

合計 13,798,402 ─ 13,357,382 ─

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 売上実績

当第１四半期連結会計期間における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(千円) 前年同四半期比(％)

情報通信設備事業 7,092,286 ─

情報通信サービス事業 2,022,623 ─

販売リース事業 730,475 ─

合計 9,845,384 ─

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　連結売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に集中しているため、業績に季節的変動があり

ます。

４　主な相手先別の売上実績および総売上実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

東日本電信電話株式会社 5,842,372 64.6 6,176,322 62.7

　

　

EDINET提出書類

株式会社つうけん(E00154)

四半期報告書

 4/30



　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当社およびコムシスホールディングス株式会社（以下、「ＣＨＤ」という。）は、平成22年４月20日開催

の両社取締役会において、平成22年10月１日を効力発生日として、当社を完全子会社、ＣＨＤを完全親会社

とする株式交換（以下、「本株式交換」という。）を行うことを決議し、経営統合基本合意書を同日付で締

結しました。

　また、平成22年５月12日開催の両社取締役会の承認を受け株式交換契約を締結し、平成22年６月23日開催

の当社定時株主総会において本株式交換は承認されました。

　なお、本株式交換の詳細については、「第５　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　追加情報」をご参照下

さい。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社および連結子会社)

が判断したものであります。

　
(１)経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、失業率が高水準にあるなど、依然として厳しい状況

にあるものの、景気は着実に持ち直してきており、自律的回復への基盤が整いつつあります。当面、雇用情

勢に厳しさが残るものの、海外経済の改善や緊急経済対策の効果等を背景に、企業収益の改善が続くなか

で、景気が回復へ向かうことが期待されております。

　北海道経済においても、景気は厳しさが続いているものの、持ち直しの動きがみられます。なお、先行き

については、国内外の経済情勢に引き続き留意する必要があります。

　情報通信は社会経済活動に欠くことのできない基盤として、国民生活の利便の向上や地域の活性化、企

業活動の効率化・新たなビジネスの創出および産業全般の国際競争力の強化への貢献が大いに期待され

ております。

　当社グループの主な事業領域である情報通信市場は、光化を中心としたブロードバンドアクセスサービ

スでの設備の普及およびサービス競争の進展に加え、映像配信の拡大等新たなサービスが登場し、大きな

変化をみせております。

　このような状況において、当社グループは「中期経営計画」（平成20年度～22年度）のもと、グループ

企業価値の向上を目指し、グループ全社あげての業務改善およびグループトータルコストの削減に努め

ております。

　連結経営成績につきましては、売上高は9,845百万円（前年同四半期比8.9%増）となり、損益面では、営

業利益321百万円（前年同四半期比98.6%増）、経常利益は412百万円（前年同四半期比103.3%増）、四半

期純利益は239百万円（前年同四半期比101.1%増）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。
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(情報通信設備事業)

地方自治体の地域情報化（ＩＲＵ方式）対応や地上デジタルチューナー設置工事、災害復旧工事の受

注増により売上高は7,172百万円、営業利益は原価率の改善に努めた結果326百万円となりました。

　
(情報通信サービス事業)

システム開発事業、ＩＣＴ物件が好調に推移し売上高は2,182百万円、営業利益は売上高の増加に伴い

98百万円となりました。

　
(販売リース事業)

売上高は前年とほぼ横ばいの1,246百万円、営業利益はコスト競争の影響があり38百万円となりまし

た。

　

(２)財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）に比べ

3,118百万円（10.5%）減少の26,585百万円となりました。流動資産は売上債権等の減少により前期末に

比べ3,000百万円（18.9%）減少の12,873百万円、固定資産は117百万円（0.9%）減少の13,712百万円とな

りました。

　負債合計は、借入金等の減少により前期末に比べ3,156百万円（21.2%）減少の11,702百万円となりまし

た。

　純資産合計は、前期末に比べ38百万円（0.3%）増加の14,883百万円となりました。

　以上の結果、自己資本比率は前期末の49.7%から55.6%に増加し、第１四半期末発行済株式数にもとづく

１株当たり純資産は、前期末の718.11円から719.89円に増加しました。

　

(３)キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,080百万円となり、前年同四半期と比較

して366百万円増加し、前連結会計年度末より37百万円減少となりました。

　当第１四半期連結会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの前年同四半期に対する増

減は次のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ293

百万円減少し2,117百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における主な内訳は、前連結会計年度末に計上された売上債権の回収

3,468百万円であります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果、123百万円の支出となり、前年同四半期に比べ

23百万円支出が減少しました。

　使用した資金の主な内訳は、固定資産の取得183百万円による支出であります。
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(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果、2,031百万円の支出となり、前年同四半期に比

べ820百万円支出が減少しました。

　使用した資金の主な内訳は、短期借入金の純減少額1,465百万円であります。

　

(４)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社および連結子会社における事業上及び財務上の対処すべき

課題に重要な変更はありません。

　また、新たに生じた課題はありません。

　

(５)研究開発活動

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は382千円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等

の計画はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 85,000,000

計 85,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８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 20,878,21720,878,217
東京証券取引所
（市場第二部）
札幌証券取引所

単元株式数は1,000株
であります。

計 20,878,21720,878,217― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年6月30日 ― 20,878,217 ― 1,432,939 ― 9,080

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年３月31日現在

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 323,000
（相互保有株式）
普通株式　43,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

20,219,000
20,219 ―

単元未満株式 普通株式　293,217 ― ―

発行済株式総数 20,878,217― ―

総株主の議決権 ― 20,219 ―

(注)　１　「単元未満株式」の株式数欄には、自己株式704株と北通産㈱301株の相互保有株式が含まれております。

２　「単元未満株式」の株式数欄には、証券保管振替機構名義の株式が220株含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

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)
㈱つうけん

札幌市白石区本通19丁目南
６番８号

323,000― 323,000 1.55

(相互保有株式)
北通産㈱

札幌市北区新琴似７条12丁
目１番30号

43,000 ― 43,000 0.21

計 ― 366,000― 366,000 1.75

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月

最高(円) 366 350 331

最低(円) 226 290 282

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」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）に準じて記載しております。

なお、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月　

１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第１四半期

連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４

月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任あずさ監査法人により

四半期レビューを受けております。

　なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７

月１日をもって有限責任あずさ監査法人となりました。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,159,770 1,188,947

受取手形及び売掛金 1,283,959 1,627,039

完成工事未収入金 6,555,482 9,669,424

リース投資資産 1,426,888 1,450,190

未成工事支出金 1,476,147 1,126,559

商品及び製品 33,398 20,548

仕掛品 227,631 59,707

原材料及び貯蔵品 162,487 143,171

繰延税金資産 254,719 390,806

その他 359,963 273,512

貸倒引当金 △67,239 △76,170

流動資産合計 12,873,209 15,873,735

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 3,921,654

※１
 3,961,321

土地 3,712,700 3,712,700

その他（純額） ※１
 2,300,562

※１
 2,326,476

有形固定資産合計 9,934,917 10,000,498

無形固定資産 313,760 299,938

投資その他の資産

投資有価証券 1,346,859 1,404,686

長期貸付金 77,610 84,552

繰延税金資産 1,473,100 1,449,672

その他 636,462 672,485

貸倒引当金 △69,977 △81,456

投資その他の資産合計 3,464,056 3,529,941

固定資産合計 13,712,734 13,830,377

資産合計 26,585,944 29,704,113
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,083,297 1,664,871

工事未払金 1,627,119 1,840,632

短期借入金 1,210,000 2,675,000

1年内返済予定の長期借入金 1,305,425 1,525,886

未払法人税等 23,337 263,686

賞与引当金 241,727 498,668

その他の引当金 4,473 47,874

その他 1,208,274 1,131,110

流動負債合計 6,703,654 9,647,730

固定負債

長期借入金 217,509 398,338

退職給付引当金 3,748,374 3,692,456

役員退職慰労引当金 158,027 214,540

負ののれん ※２
 427,519

※２
 453,582

再評価に係る繰延税金負債 362,025 362,025

その他 85,020 90,024

固定負債合計 4,998,475 5,210,967

負債合計 11,702,130 14,858,698

純資産の部

株主資本

資本金 1,432,939 1,432,939

資本剰余金 9,080 9,080

利益剰余金 13,734,868 13,660,145

自己株式 △75,760 △75,113

株主資本合計 15,101,126 15,027,050

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 156,219 195,533

土地再評価差額金 △472,917 △472,917

評価・換算差額等合計 △316,697 △277,383

少数株主持分 99,384 95,747

純資産合計 14,883,814 14,845,414

負債純資産合計 26,585,944 29,704,113
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(2)【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21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 ※１
 9,041,423

※１
 9,845,384

売上原価 8,005,866 8,690,549

売上総利益 1,035,557 1,154,835

販売費及び一般管理費 ※２
 873,773

※２
 833,597

営業利益 161,783 321,238

営業外収益

受取利息 966 746

受取配当金 15,167 16,687

負ののれん償却額 8,868 26,063

保険返戻金 － 29,442

その他 39,778 34,940

営業外収益合計 64,781 107,880

営業外費用

支払利息 14,784 8,417

賃貸費用 6,112 5,887

その他 2,773 2,366

営業外費用合計 23,670 16,670

経常利益 202,894 412,448

特別利益

貸倒引当金戻入額 15,191 15,769

役員退職慰労引当金戻入額 1,350 －

その他 5,160 2,448

特別利益合計 21,701 18,218

特別損失

固定資産除却損 4,493 －

投資有価証券評価損 5,825 －

減損損失 4,089 －

経営統合費用 － 24,000

その他 2,708 7,492

特別損失合計 17,117 31,492

税金等調整前四半期純利益 207,479 399,173

法人税、住民税及び事業税 29,548 17,120

法人税等調整額 57,187 139,471

法人税等合計 86,735 156,591

少数株主損益調整前四半期純利益 － 242,581

少数株主利益 1,834 3,422

四半期純利益 118,908 239,159
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６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 207,479 399,173

減価償却費 298,406 262,343

減損損失 4,089 －

負ののれん償却額 △8,868 △26,063

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,289 △20,409

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,569 55,917

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,947 △56,513

賞与引当金の増減額（△は減少） △154,943 △256,940

受取利息及び受取配当金 △16,133 △17,434

支払利息 14,784 8,417

持分法による投資損益（△は益） △2,527 △6,809

固定資産除売却損益（△は益） 2,052 926

リース投資資産の増減額（△は増加） 86,560 23,301

売上債権の増減額（△は増加） 3,723,260 3,468,935

たな卸資産の増減額（△は増加） △996,567 △549,678

仕入債務の増減額（△は減少） △430,008 △795,087

未払消費税等の増減額（△は減少） △516 △21,247

未成工事受入金の増減額（△は減少） 187,398 53,176

その他 △172,634 △154,027

小計 2,684,026 2,367,979

利息及び配当金の受取額 16,190 17,452

利息の支払額 △12,902 △7,288

確定拠出型年金への移行に伴う支払額 △20,163 △8,079

法人税等の支払額 △256,561 △252,607

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,410,589 2,117,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △17,193 △18,912

定期預金の払戻による収入 15,067 15,000

投資有価証券の取得による支出 △90 △121

固定資産の取得による支出 △175,317 △183,681

固定資産の売却による収入 3,992 422

貸付けによる支出 △1,840 △1,900

貸付金の回収による収入 18,170 16,724

子会社株式の取得による支出 △4,740 －

その他の収入 14,640 49,096

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,309 △123,371

EDINET提出書類

株式会社つうけん(E00154)

四半期報告書

15/30



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,300,000 △1,465,000

長期借入れによる収入 － 20,000

長期借入金の返済による支出 △417,208 △421,290

自己株式の取得による支出 △30,147 △647

自己株式の売却による収入 154 －

配当金の支払額 △103,895 △164,436

少数株主への配当金の支払額 △1,201 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,852,297 △2,031,373

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △589,017 △37,288

現金及び現金同等物の期首残高 1,303,246 1,117,602

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 714,229

※
 1,080,313
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

項目
当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

会計処理基準に関する事項の変更  「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

(企業会計基準第18号　平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月

31日)を適用しております。

　当該変更による損益に与える影響はありません。

 

　

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係)

１　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

 

２　前第１四半期連結累計期間まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「保険返戻金」（前第１

四半期連結累計期間計上額　11,041千円）については、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期

連結累計期間より区分掲記することに変更しております。

 

３　前第１四半期連結累計期間まで区分提記しておりました「固定資産除却損」（当第１四半期連結累計期間計上

額　1,348千円）については、特別損失総額の100分の20以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表示す

ることに変更しております。

 

４　前第１四半期連結累計期間まで区分提記しておりました「投資有価証券評価損」（当第１四半期連結累計期間

計上額　1,749千円）については、特別損失総額の100分の20以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表

示することに変更しております。
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【簡便な会計処理】

　

項目
当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
  至　平成22年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が、前連結会計年度末に算

定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末

の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を

省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法に

より算定しております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなも

のについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっ

ております。

３　固定資産の減価償却費の算定方法
　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定する方法によっております。

４　法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控

除項目を重要なものに限定する方法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降

に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認め

られるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

該当事項はありません。
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【追加情報】

当社およびコムシスホールディングス株式会社（以下、「ＣＨＤ」という。）は、平成22年４月20日開

催の両社取締役会において、平成22年10月１日を効力発生日として、当社を完全子会社、ＣＨＤを完全親

会社とする株式交換（以下、「本株式交換」という。）を行うことを決議し、経営統合基本合意書を同日

付で締結しました。

　また、平成22年５月12日開催の両社取締役会の承認を受け株式交換契約を締結し、平成22年６月23日開

催の当社定時株主総会において本株式交換は承認されました。

　
１　株式交換の目的

通信建設業を取り巻く事業環境は、情報通信技術の目覚ましい発展に支えられ、ブロードバンドユ

ビキタス社会の実現に向けて日々変貌を遂げつつあります。また、お客様のニーズも益々多様化・高

度化してきており、従来にも増してきめ細かで高品質なサービスの実現が求められております。

　一方、情報通信事業者間の熾烈な顧客獲得競争は、インフラ設備の拡充競争の時代からサービスメ

ニューやコンテンツを競う段階に移行しつつあり、既に、インフラ設備構築のための設備投資は減少

傾向に転じております。また、価格競争力を強化するためのコストダウン要請も今後一層強まるもの

と見込まれます。

　通信建設業として、このような市場構造の変化に迅速に対応しつつ、次代に向けて更なる成長・発

展を期するためには、技術革新に対応するための高品質な施工技術力の維持・向上のみならず、より

生産性の高い施工体制の再構築による市場競争力の強化と経営基盤の拡充が急務となっておりま

す。

　このような状況認識のもと、全国規模でＮＴＴグループ並びに一般市場へ事業展開しているＣＨＤ

と北海道を主たる基盤としてＮＴＴグループへ事業を展開している当社は、本経営統合により対象

地域、事業分野等について両社の強みを活かした広範囲な事業展開と経営資源の連携によるシナ

ジーの最大化を追求し、グループとしての成長戦略を強力に推進することによって企業価値の一層

の向上を図ることを目的としております。
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２　株式交換の要旨

　(1)　株式交換の日程(予定)

　　　 ・平成22年９月27日

　　　 　最終売買日

　　　 ・平成22年９月28日

　　　 　上場廃止日

　　　 ・平成22年10月１日

　　　 　株式交換の効力発生日

　
　(2)　株式交換比率

当社の普通株式１株につき、ＣＨＤの普通株式0.40株を割当交付いたします。

　本株式交換の株式交換比率については、その公正性、妥当性を確保するため、当社およびＣＨＤ

がそれぞれ別個に、両社から独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することと

し、当社は、みずほインベスターズ証券株式会社を、ＣＨＤは三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社を選定いたしました。

　当社およびＣＨＤは、それぞれが選定した各第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の

分析結果を参考に両社で真摯に協議を行い、それぞれ平成22年５月12日に開催された取締役会に

おいて承認を受け、本株式交換における株式交換比率を決定いたしました。

　
３　株式交換後の株式交換完全親会社となる会社の状況

・商号　　　　　　　　コムシスホールディングス株式会社

　・本店の所在地　　　　東京都品川区東五反田二丁目17番１号

　・代表者の氏名　　　　代表取締役社長　　髙島　元

　・事業の内容　　　　　情報通信工事事業、電気設備工事事業及び情報処理関連事業等

　・資本金　　　　　　　 10,000百万円

　・純資産　　　　　　　151,768百万円(連結)　(平成22年３月31日現在)

　・総資産　　　　　　　211,809百万円(連結)　(平成22年３月31日現在)
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

8,633,571千円
※２　のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 6,173千円

負ののれん 433,693

差引 427,519

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

8,528,300千円
※２　のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 6,648千円

負ののれん 460,231

差引 453,582

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
  至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
  至　平成22年６月30日)

※１　連結売上高は、通常の営業形態として、第４四

　　半期連結会計期間に集中しているため、業績に季

　　節的変動があります。

　
※２　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ります。

役員報酬 82,310千円

従業員給与手当 295,450

法定福利費 52,637

賞与引当金繰入額 44,486

退職給付費用 29,672

減価償却費 53,502

　

※１　同左

 

 

　
※２　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ります。

役員報酬 78,752千円

従業員給与手当 296,612

法定福利費 56,237

賞与引当金繰入額 45,780

退職給付費用 32,275

減価償却費 25,469

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
  至　平成22年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 807,389千円

預入期間が３か月超の定期預金 △93,159

現金及び現金同等物 714,229

 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,159,770千円

預入期間が３か月超の定期預金 △79,457

現金及び現金同等物 1,080,313
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　

至　平成22年６月30日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 20,878,217

　
　
２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 341,137

　
　
３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月23日
定時株主総会

普通株式 164,436 ８ 平成22年３月31日 平成22年６月24日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

　
前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　

　
情報通信
設備事業
(千円)

情報通信
サービス事業
(千円)

販売リース
事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

6,616,4571,682,885742,0809,041,423 ― 9,041,423

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

100,185108,549494,248702,983(702,983) ―

計 6,716,6421,791,4351,236,3289,744,406(702,983)9,041,423

営業利益 202,15650,001 62,901315,059(153,275)161,783

(注)　１　事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分

情報通信設備事業 ……電気通信設備・電気設備・無線システム・その他設備工事全般の設

計、施工、保守およびサービス、警備業、労働者派遣業に関する事業

情報通信サービス事業 ……情報・通信のシステムソリューション、ソフトウェアの開発、情報通信

機器等の販売・据付工事および保守、通信回線利用サービスに関する

事業

販売リース事業 ……事務機器等の販売、リース・レンタルに関する事業

３　会計処理基準に関する事項の変更

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更)

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、「工事契約に関する

会計基準」(企業会計基準第15号　平成19年12月27日)および「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第18号　平成19年12月27日)を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期

間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(進捗率

の見積りは原価比例法、又は出来高数量にもとづき算定する方法)を、その他の工事については工事完成基準を

適用することに変更しております。

　当該変更に伴う、各セグメントへの損益に与える影響は軽微であります。

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【セグメント情報】

(追加情報)

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。

　
１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。

　当社グループは、製品及びサービスの内容、販売市場及び顧客の種類等を勘案し「情報通信設備事業」、

「情報通信サービス事業」及び「販売リース事業」の３つを報告セグメントとしております。

　各報告セグメントに属する製品及びサービスの内容は以下のとおりであります。

　①　情報通信設備事業

電気通信設備・電気設備・無線システム・その他設備工事全般の設計、施工、保守及びサービス、警

備業、労働者派遣業に関する事業

②　情報通信サービス事業

情報・通信のシステムソリューション、ソフトウェアの開発、情報通信機器等の販売・据付工事お

よび保守、通信回線利用サービスに関する事業

③　販売リース事業

事務器機等の販売、リース・レンタルに関する事業

　
２  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

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

　 　 　 　 (単位：千円)

　
情報通信
設備事業

情報通信
サービス事業

販売リース
事業

合計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 7,092,2862,022,623730,4759,845,384

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

80,385 160,052516,054756,492

計 7,172,6712,182,6751,246,52910,601,877

セグメント利益 326,656 98,143 38,408 463,209

　
３  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：千円)

利益 金額

報告セグメント計 463,209

セグメント間取引消去 11,765

全社費用(注) △153,737

四半期連結損益計算書の営業利益 321,238

　　　(注)  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。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社および連結子会社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 719.89円
　

　 　

　 718.11円
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期
連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 14,883,814 14,845,414

普通株式に係る純資産額(千円) 14,784,429 14,749,667

差額の主な内訳(千円) 　 　

  少数株主持分 99,384 95,747

普通株式の発行済株式数(株) 20,878,217 20,878,217

普通株式の自己株式数(株) 341,137 338,556

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株) 20,537,080 20,539,661

　
２  １株当たり四半期純利益金額等

第１四半期連結累計期間
　

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 5.75円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －
　

１株当たり四半期純利益金額 11.65円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －
　

(注)  １　潜在株式調整後１株当たり四半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おりません。

 　 　２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 118,908 239,159

普通株式に係る四半期純利益(千円) 118,908 239,159

普通株式の期中平均株式数(株) 20,683,874 20,537,253

　
(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社つうけん(E00154)

四半期報告書

26/30



　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年８月７日

株式会社　つうけん

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    山　田　高　規    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    秋　田　英　明    印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社つうけんの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平

成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社　つうけん及び連結子会社の平成21年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当第１

四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」を適用している。

　
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

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー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(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８月９日

株式会社　つうけん

取締役会  御中

　

有限責任あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐　野　　　裕    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    秋　田　英　明    印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社つうけんの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平

成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社つうけん及び連結子会社の平成22年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

追加情報に、会社を完全子会社、コムシスホールディングス株式会社を完全親会社とする株式交換に関する

記載がある。

　
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

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー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(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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