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株主の皆様へ
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事業の概況

　平素は当社の事業運営につきまして格別のご支

援を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、当社は、平成24年9月30日をもって、第

66期上半期（平成24年4月1日から平成24年9月30

日まで）を終了いたしましたので、ここにその事

業の概況につきまして、ご報告申し上げます。

平成24年12月

代表取締役社長 森　泰夫

　当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債

務問題の動向が懸念されるなか、東日本大震災の復興関連

需要などから国内需要が堅調に推移しつつあるものの、景気

は横ばい圏内の動きに止まると見られ、企業を取り巻く経営

環境は引き続き厳しい状況が続いております。

　情報通信分野においては、当社グループの主要な取引先

である西日本電信電話株式会社（NTT西日本）におかれま

しては次世代ネットワーク・サービスである「フレッツ光ネ

クスト」の提供エリアを拡大されつつあり、平成24年3月末

での全国のブロードバンドサービス契約数は3,952万件とな

り、そのうち光ファイバーは前年同期比190万件増の2,283

万件で、全体の54％を占める主流のサービスになってきて

おります。

　このような状況のなかで、当第2四半期連結累計期間にお

ける当社グループの受注工事高は、NTT工事におけるフレッ

ツ光ネクストの新たなエリア拡大や子会社の受注増により

67億4千1百万円（前年同期比9.0％増）となり、完成工事高

は、民需のケーブル工事、土木工事の増加により62億5千1

百万円（前年同期比5.4％増）となりました。

　利益面につきましては、当社グループとして生産性の向上

とコスト改善施策を実施し、営業利益は1億5千8百万円（前

年同期比41.0％増）、経常利益は1億8千3百万円（前年同期

比32.9％増）となり、四半期純利益は投資有価証券評価損

の計上により8千万円（前年同期比29.3％減）となりました。



Financial Highlights

財務ハイライト
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セグメント別の業績 連結財務状況の推移

通期の見通し
　下期に向けましては主力の光関連工事を中心として当社グループ全体

の生産性の向上や経費の節減等の諸施策を継続推進するとともに、団塊

の世代の退職に備えて若手中堅技術者の早期育成と技術・業務ノウハウ

の継承・高度化を目指し、総合情報通信エンジニアリング会社としての

基盤を強化し、収益の向上を図る所存であります。

　株主の皆様におかれましては、より一層のご支援ご指導を賜りますよ

うお願い申し上げます。

通信建設事業

　NTTやNTT関連企業からの工事が減少し

たもののNTT以外の民需工事と子会社の工

事が増加し、受注工事高は63億5百万円

（前年同期比9.8％増）、完成工事高は58億5

千2百万円（前年同期比5.8％増）となりま

した。

受注工事高

63億5百万円
前年同期比9.8％増

完成工事高

58億5千2百万円
前年同期比5.8％増

　ソフト開発の市場では、NTT関連企業か

らの受注が減少し、受注工事高は4億3千6

百万円（前年同期比1.2％減）、完成工事高

は3億9千8百万円（前年同期比0.4％減）と

なりました。

情報システム事業

受注工事高

4億3千6百万円
前年同期比1.2％減

完成工事高

3億9千8百万円
前年同期比0.4％減
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Consolidated Financial Statements

連結財務諸表
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四半期連結貸借対照表

科目 当第2四半期末
平成24年9月30日現在

前第2四半期末
平成23年9月30日現在

（資産の部）

流動資産 6,524,127 6,253,225

現金預金 2,759,169 2,630,627

受取手形・完成工事未収入金 2,772,504 2,752,662

有価証券 555,706 555,259

未成工事支出金 121,299 55,197

材料貯蔵品 54,278 54,804

繰延税金資産 117,963 85,856

その他 147,154 123,094

貸倒引当金 △3,949 △4,277

固定資産 3,172,044 3,321,530

有形固定資産 1,892,341 1,803,776

建物・構築物 448,507 473,788

機械・運搬具 156,297 137,329

工具器具・備品 70,873 67,424

土地 1,123,744 1,125,234

建設仮勘定 92,918 ―

無形固定資産 10,226 10,426

ソフトウェア 6,674 6,955

その他 3,552 3,471

投資その他の資産 1,269,475 1,507,327

投資有価証券 406,789 436,694

長期貸付金 2,288 3,863

繰延税金資産 826,936 1,047,361

その他 37,178 21,963

貸倒引当金 △3,717 △2,554

資産合計 9,696,171 9,574,755

科目 当第2四半期末
平成24年9月30日現在

前第2四半期末
平成23年9月30日現在

（負債の部）

流動負債 2,028,135 1,560,759

工事未払金 943,078 738,364

短期借入金 23,822 27,496

未払法人税等 39,894 32,030

賞与引当金 172,070 174,371

完成工事補償引当金 9,394 9,776

工事損失引当金 2,191 ―

その他 837,684 578,720

固定負債 2,261,883 2,641,372

長期借入金 17,996 8,056

退職給付引当金 1,886,274 2,366,176

役員退職慰労引当金 127,754 231,726

負ののれん 20,857 23,404

長期未払金 198,325 ―

その他 10,676 12,009

負債合計 4,290,018 4,202,131

（純資産の部）

株主資本 5,404,712 5,365,633

資本金 611,000 611,000

資本剰余金 329,364 329,530

利益剰余金 4,554,829 4,515,445

自己株式 △90,481 △90,342

その他の包括利益累計額 △13,905 △27,892

その他有価証券評価差額金 △13,905 △27,892

少数株主持分 15,345 34,881

純資産合計 5,406,153 5,372,623

負債純資産合計 9,696,171 9,574,755

（単位：千円）
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四半期連結損益計算書

科目
当第2四半期

平成24年4月 1 日から
平成24年9月30日まで

前第2四半期
平成23年4月 1 日から
平成23年9月30日まで

売上高
完成工事高 6,251,117 5,929,574

売上原価
完成工事原価 5,394,261 5,130,190

売上総利益
完成工事総利益 856,855 799,384

販売費及び一般管理費 698,532 687,118

営業利益 158,323 112,265

営業外収益 27,252 27,362

受取利息及び配当金 7,013 6,067

受取地代家賃 5,088 5,343

持分法による投資利益 4,884 6,233

その他 10,266 9,718

営業外費用 2,403 1,845

支払利息 235 301

手形売却損 22 33

その他 2,145 1,510

経常利益 183,171 137,782

特別利益 2,935 25,976

固定資産売却益 1,429 803

投資有価証券売却益 ― 241

負ののれん発生益 1,506 24,931

特別損失 61,216 735

固定資産売却損 ― 19

固定資産除却損 4,209 716

投資有価証券評価損 57,006 ―
税金等調整前四半期純利益 124,891 163,022

法人税、住民税及び事業税 33,095 25,295

法人税等調整額 30,467 40,476

少数株主損益調整前四半期純利益 61,328 97,251

少数株主損失 18,987 16,458

四半期純利益 80,315 113,709

（単位：千円）



Consolidated Financial Statements

連結財務諸表

5

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

発行可能株式総数 21,600,000株
発行済株式総数 8,545,186株

（自己株式423,774株を除く。）
株主数 684名

当第2四半期
平成24年4月 1 日から
平成24年9月30日まで

前第2四半期
平成23年4月 1 日から
平成23年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,000 279,403

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,952 △118,439

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,069 △63,947

現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △184,021 97,016

現金及び現金同等物の期首残高 3,343,694 2,952,618

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,159,672 3,049,634

（単位：千円）

大株主

株式の分布状況

1,000,000株以上

500,000株以上1,000,000株未満

100,000株以上500,000株未満

50,000株以上100,000株未満

10,000株以上50,000株未満

5,000株以上10,000株未満

5,000株未満

その他

金融機関

一般法人

個人

4.7%

16.7%

16.7%

61.8%

0.1%

0.2%

1.4%

0.2%

7.4%

11.4%

78.9%

所有者別

所有数別

株主の氏名又は名称 当社への出資状況
持株数 持株比率

大西實枝 3,033,835株 35.50 %

日本電話施設株式会社 718,740 8.41
北陸電話工事従業員持株会 620,953 7.26
株式会社北國銀行 409,700 4.79
株式会社福井銀行 399,300 4.67
株式会社北陸銀行 376,200 4.40
日本コムシス株式会社 294,151 3.44
北国総合リース株式会社 134,100 1.56
日本電通株式会社 133,000 1.55
共栄火災海上保険株式会社 110,000 1.28
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 110,000 1.28
（注）1． 当社は、自己株式（423,774株）を所有しておりますが、上記の大株主からは

除いております。
　　  2．持株比率は自己株式（423,774株）を控除して計算しております。
　　  3． 上位第10位に当たる株主が2名のため上記大株主は11名記載しております。

株式の状況
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会社概要 役員

事業内容 子会社
金 沢 電 話 工 事 株 式 会 社

第 二 電 話 工 事 株 式 会 社

加 越 電 話 工 事 株 式 会 社

ト ヤ マ 電 話 工 事 株 式 会 社

株式会社テレコムサービス

北 陸 チ ノ ー ル 株 式 会 社

富 山 土 木 株 式 会 社

当社は、西日本電信電話株式会社およびエヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社の電気通信設備工事請負業者として電気通信設
備工事競争参加資格を受けております。

通信建設事業
ケーブル設備、土木設備、ネットワーク設備等の電気通信設備工事、
その他建設工事全般の設計・施工・保守および附帯する事業

情報システム事業
業務用アプリケーションや通信ソフト開発、ネットワークの設計・施工・
保守および附帯する事業

商 号 北陸電話工事株式会社 
Hokuriku Denwa Kouji Co.,Ltd

資 本 金 6億1,100万円
従 業 員 682人（連結）
代 表 者 代表取締役社長　森　泰夫
本 社 本社／〒920-0912

石川県金沢市大手町2番3号
℡076-221-6116 

支 店 富山支店／〒931-8313
富山県富山市豊田町1丁目4番22号
℡076-441-4211

福井支店／〒918-8003
福井県福井市毛矢3丁目7番8号
℡0776-36-5630

東京支店／〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目8番17号 平家ビル3F
℡03-3500-3757

営 業 所 関西営業所／〒556-0013
大阪市浪速区戎本町2丁目9番3号
℡06-6633-4384

新潟営業所／〒950-2064
新潟市西区寺尾西2丁目10番30号
℡025-260-9572

代表取締役社長 森　　 　 泰　夫
常 務 取 締 役 横　越 　 純　一
常 務 取 締 役 小　田 　　　 修
取 締 役 川　原 　 秀　夫
取 締 役 上　段 　 正　憲
取 締 役 寺　井 　 孝　美
取 締 役 澤　田 　 達　夫
取 締 役 川　面 　 正　雄
取 締 役 北　川 　 久　義
取 締 役 得　永 　 隆　彦
取 締 役 渡　　　  幸　記
取 締 役 塚　本 　 恒　明
常 勤 監 査 役 中　河 　 哲　秀
監 査 役 髙　木 　 利　正
監 査 役 角　木 　 完太郎

（注） 監査役 髙木利正、監査役 角木完太郎の
両氏は、社外監査役であります。

（注） 平成24年4月2日付で、株式会社テレコム
サービスの全株式を取得し、同社を完全
子会社といたしました。

会社の概況（平成24年9月30日現在）



事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月に開催いたします。
基準日 定時株主総会の議決権　　　　　　　毎年3月31日

期末配当　　　　　　　　　　　　　毎年3月31日
中間配当　　　　　　　　　　　　　毎年9月30日

単元株式数 1,000株
公告方法 電子公告により行います。

ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない
場合は日本経済新聞に掲載いたします。
《当社HP》　http://www.hokuwa.co.jp/

株主名簿管理人／
特別口座の口座管理機関

三菱UFJ信託銀行

　郵便物送付先／
　各種お問合せ先

〒541-8502
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行　大阪証券代行部
● 各種事務に関するご照会
　電話0120-094-777（通話料無料）
　〔受付時間9：00～17：00（土、日、祝祭日、年末年始を除く）〕
　ホームページ　http：//www.tr.mufg.jp/daikou/

（ご注意）1． 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設され
ている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている
証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いで
きませんのでご注意ください。

　　　　  2． 特別口座に記録された株主に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口
座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）に
お問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

　　　　  3．未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

北陸電話工事株式会社
〒920-0912
石川県金沢市大手町2番3号
℡076-221-6116
http://www.hokuwa.co.jp

株主メモ


