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株主の皆様へ
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　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25年9月30日をもって、第
67期上半期（平成25年4月1日から平成25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。
　当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済
は、アベノミクスの大胆な金融政策、機動的な財
政政策及び民間投資を喚起する成長戦略により株
価が上昇し、為替も円高修正が進み、家計・企業
の両部門で所得から支出へという前向きな循環メ
カニズムが働くもとで、景気は緩やかに回復しつ
つあります。
　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
拡大が進みつつあり、平成25年6月末での全国のブ
ロードバンドサービス契約数は6,754万となり、そ

代表取締役社長 森　泰夫

のうち光ファイバーは前年同期比145万増の2,429
万となっております。ブロードバンドサービス全
体に対する光ファイバーのシェアは、3.9世代移動
通信システム（LTE）が急激に伸びている影響で前
年同期54％から35％に減少していますが、固定系
サービスとしては主流のサービスとなっておりま
す。今後、光ファイバーサービスと移動通信シス
テムとはWi-Fi機能による協業サービスの進展が期
待されます。
　このような状況の中で、当第2四半期における当
社グループの受注工事高は、NTT関連工事におい
てはフレッツ光ネクストの新たなエリア拡大が
あったものの工事の小規模化により減少し、民需
では高速道路通信工事、LTE関連工事やCATV工
事、情報系ではIPテレビ関連コンテンツやシステム
開発の受注があり、さらには子会社の受注増があ
り、70億1千3百万円（前年同期比4.0％増）となり
ました。
　完成工事高は、NTT関連工事では減少しました
が、民需では高速道路通信工事、防災無線工事、
新幹線通信設備工事、LTE関連工事や情報システ
ム開発があり、さらには子会社の工事増もあり、
70億3千6百万円（前年同期比12.5％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ましたが、
NTT関連工事の小規模化や民需では工事増に外注
で対応せざるを得なかったこと等により営業利益
は1億5千1百万円（前年同期比4.1％減）、経常利益
は1億7千2百万円（前年同期比6.0％減）となり、
四半期純利益は前年同期に計上した投資有価証券
の評価損がなく9千3百万円（前年同期比16.5％増）
となりました。

平成25年12月



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関連工事が減少したものの
NTT以外の民需工事（高速道路通
信工事、防災無線工事、新幹線通
信設備工事やLTE関連工事等）と
子会社の工事が増加し、受注工事
高は65億5百万円（前年同期比
3.1％増）、完成工事高は65億1千
2百万円（前年同期比11.2％増）
となりました。

受注工事高

65億5百万円
前年同期比3.1％増

完成工事高

65億1千2百万円
前年同期比11.2％増

　IPテレビ関連コンテンツやシス
テム開発の受注があり、受注工事
高は5億7百万円（前年同期比
16.2％増）、完成工事高は5億2千
4百万円（前年同期は31.5％増）
となりました。

情報システム事業

受注工事高

5億7百万円
前年同期比16.2％増

完成工事高

5億2千4百万円
前年同期比31.5％増
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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25年9月30日現在

前第2四半期末
平成24年9月30日現在

（資産の部）

流動資産 6,396,097 6,524,127

現金預金 2,296,364 2,759,169

受取手形・完成工事未収入金 3,180,722 2,772,504

有価証券 556,053 555,706

未成工事支出金 98,632 121,299

材料貯蔵品 52,700 54,278

繰延税金資産 98,615 117,963

その他 117,327 147,154

貸倒引当金 △4,319 △3,949

固定資産 3,336,027 3,172,044

有形固定資産 2,061,666 1,892,341

建物・構築物 615,080 448,507

機械・運搬具 227,708 156,297

工具器具・備品 79,133 70,873

土地 1,139,744 1,123,744

建設仮勘定 ― 92,918

無形固定資産 9,126 10,226

ソフトウェア 5,573 6,674

その他 3,552 3,552

投資その他の資産 1,265,234 1,269,475

投資有価証券 549,317 406,789

長期貸付金 1,162 2,288

繰延税金資産 681,270 826,936

その他 33,484 37,178

貸倒引当金 ― △3,717

資産合計 9,732,124 9,696,171

科目 当第2四半期末
平成25年9月30日現在

前第2四半期末
平成24年9月30日現在

（負債の部）
流動負債 2,112,869 2,028,135

工事未払金 1,231,743 943,078

短期借入金 23,772 23,822

未払法人税等 50,945 39,894

賞与引当金 167,841 172,070

完成工事補償引当金 10,149 9,394

工事損失引当金 470 2,191

その他 627,946 837,684

固定負債 2,049,320 2,261,883

長期借入金 29,766 17,996

退職給付引当金 1,708,126 1,886,274

役員退職慰労引当金 146,356 127,754

負ののれん 18,309 20,857

長期未払金 137,415 198,325

その他 9,346 10,676

負債合計 4,162,189 4,290,018

（純資産の部）
株主資本 5,530,867 5,404,712

資本金 611,000 611,000

資本剰余金 329,364 329,364

利益剰余金 4,679,147 4,554,829

自己株式 △88,644 △90,481

その他の包括利益累計額 34,135 △13,905

その他有価証券評価差額金 34,135 △13,905

少数株主持分 4,931 15,345

純資産合計 5,569,934 5,406,153

負債純資産合計 9,732,124 9,696,171

（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25年4月 1 日から
平成25年9月30日まで

前第2四半期
平成24年4月 1 日から
平成24年9月30日まで

売上高
完成工事高 7,036,489 6,251,117

売上原価
完成工事原価 6,169,754 5,394,261

売上総利益
完成工事総利益 866,735 856,855

販売費及び一般管理費 715,053 698,532

営業利益 151,682 158,323

営業外収益 20,914 27,252

受取利息及び配当金 8,611 7,013

受取地代家賃 728 5,088

持分法による投資利益 1,519 4,884

その他 10,054 10,266

営業外費用 489 2,403

支払利息 377 235

手形売却損 111 22

その他 ― 2,145

経常利益 172,107 183,171

特別利益 272 2,935

固定資産売却益 272 1,429

負ののれん発生益 ― 1,506

特別損失 2,377 61,216

固定資産除却損 278 4,209

投資有価証券売却損 2,099 ―
投資有価証券評価損 ― 57,006

税金等調整前四半期純利益 170,002 124,891

法人税、住民税及び事業税 45,766 33,095

法人税等調整額 41,848 30,467

少数株主損益調整前四半期純利益 82,387 61,328

少数株主損失 11,211 18,987

四半期純利益 93,599 80,315

（単位：千円）
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連結財務諸表
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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 8,542,569株

（自己株式426,391株を除く。）
株主数 655名

当第2四半期
平成25年4月 1 日から
平成25年9月30日まで

前第2四半期
平成24年4月 1 日から
平成24年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,687 36,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △140,228 △180,952

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,214 △39,069

現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △201,755 △184,021

現金及び現金同等物の期首残高 2,994,166 3,343,694

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,792,411 3,159,672

（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%

15.5%

17.7%

61.8%

0.1%

0.3%

1.5%

0.1%

8.2%

11.4%

78.1%

所有者別

所有数別

株主名 持株数 持株比率
大西實枝 3,033,835株 35.51％

NDS株式会社 718,740 8.41

北陸電話工事従業員持株会 612,953 7.17

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

北信テレネックス株式会社 116,000 1.35

（注）1．  当社は、自己株式（426,391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（426,391株）を控除して計算しております。

株式の状況（平成25年9月30日現在）
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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 671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／〒940-2121
新潟県長岡市喜多町294-4
℡0258-84-7562

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
取 締 役 青　山 　 伸　一
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。

会社の概況（平成25年9月30日現在）

（注）本報告書中の記載金額、比率は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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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。
《当社ホームページ》　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信託銀行株式会社

　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信託銀行株式会社　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、単元未満株式の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


