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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第3四半期 10,812 10.7 59 ― 136 ― 156 ―
23年3月期第3四半期 9,766 △18.3 △450 ― △384 ― △607 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 126百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △652百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第3四半期 25.37 ―
23年3月期第3四半期 △96.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 14,977 9,547 63.8
23年3月期 14,768 9,513 64.4
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  9,547百万円 23年3月期  9,513百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
24年3月期 ― 7.50 ―
24年3月期（予想） 7.50 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 13,500 3.0 30 ― 110 ― 90 ― 14.63



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今
後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
 業績予想のご利用に当っては、（添付資料）Ｐ２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 6,400,000 株 23年3月期 6,400,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 248,781 株 23年3月期 248,781 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 6,151,219 株 23年3月期3Q 6,281,617 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響による停滞が続くなか、緩やかな持ち直

しの傾向がみられたものの、円高の長期化や欧州における金融不安を背景とした海外景気の下振れが懸念されるな

ど、景気の先行きは不透明な状況が続きました。   

  このような状況の中、当社グループの主な事業分野である建設・土木業界におきましては、震災復興を背景とし

た民間・公共投資の増加が期待されるものの、業界全体としての需要は本格的な回復に至らず推移いたしました。

  このような環境のもと、当社グループは製品販売価格の適正化による収益性の向上を図るとともに、顧客ニーズ

に即応する当社の強みを生かした付加価値を提供することによって販売力の強化に努め、また当社グループを挙げ

ての原価低減と経費節減に取り組んだ結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は 108億12百万円

（前年同四半期比10.7％増）となり、営業利益は59百万円（前年同四半期は営業損失４億50百万円）、経常利益は

１億36百万円（前年同四半期は経常損失３億84百万円）、四半期純利益は１億56百万円（前年同四半期は四半期純

損失６億７百万円）と、増収増益に転じた結果となっております。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、 149億77百万円となり、前連結会計年度末比２億８百万円増加しまし

た。主な要因としましては、現金及び預金は１億90百万円、たな卸資産は１億43百万円それぞれ減少しています

が、売上高増加に伴い受取手形及び売掛金７億34百万円増加したことによるものです。 

  負債の部は、54億29百万円となり、前連結会計年度末比１億74百万円増加しました。主な要因としましては、短

期借入金は３億80百万円減少していますが、売上高の増加に伴う仕入額の増加により支払手形及び買掛金が５億82

百万円増加したことによるものです。 

 純資産の部は、95億47百万円となり、前連結会計年度末比33百万円の増加となりました。これにより、自己資本

比率は63.8％となっております。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  今後の見通しにつきましては、過剰な円高や電力供給の制限等を背景とした内需の下振れの懸念や欧州の債務危

機の深刻化、中国をはじめとした新興国の景気減速懸念など、景気の動向には不透明な状況が続くと見られます。

  なお、平成23年11月７日に公表しました連結業績予想から修正は行っておりません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,344,469 1,153,541

受取手形及び売掛金 4,910,372 5,645,119

商品及び製品 581,942 578,769

仕掛品 279,055 258,157

原材料及び貯蔵品 1,400,805 1,281,497

その他 100,015 10,204

貸倒引当金 △23,789 △8,885

流動資産合計 8,592,871 8,918,404

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,236,305 1,170,576

機械装置及び運搬具（純額） 454,907 482,474

土地 3,746,531 3,746,531

建設仮勘定 1,700 12,949

その他（純額） 12,596 15,029

有形固定資産合計 5,452,042 5,427,561

無形固定資産   

のれん 47,500 33,250

その他 93,710 73,227

無形固定資産合計 141,210 106,477

投資その他の資産   

投資有価証券 371,103 347,604

前払年金費用 126,464 96,018

その他 98,504 105,888

貸倒引当金 △13,900 △24,720

投資その他の資産合計 582,171 524,790

固定資産合計 6,175,425 6,058,830

資産合計 14,768,297 14,977,234



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,232,847 2,814,909

短期借入金 1,860,000 1,480,000

未払法人税等 18,178 11,136

繰延税金負債 12,148 237

賞与引当金 84,861 23,849

その他 379,334 482,026

流動負債合計 4,587,370 4,812,158

固定負債   

繰延税金負債 354,629 292,186

退職給付引当金 37,434 39,823

役員退職慰労引当金 263,300 271,760

その他 11,564 13,316

固定負債合計 666,928 617,087

負債合計 5,254,299 5,429,245

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,290,800 1,290,800

資本剰余金 1,207,310 1,207,310

利益剰余金 7,066,820 7,130,580

自己株式 △112,696 △112,696

株主資本合計 9,452,234 9,515,993

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44,440 31,772

繰延ヘッジ損益 17,323 222

その他の包括利益累計額合計 61,763 31,994

純資産合計 9,513,998 9,547,988

負債純資産合計 14,768,297 14,977,234



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 9,766,725 10,812,696

売上原価 8,619,418 9,248,509

売上総利益 1,147,307 1,564,186

販売費及び一般管理費 1,597,371 1,505,164

営業利益又は営業損失（△） △450,064 59,022

営業外収益   

受取利息 203 140

受取配当金 4,578 5,463

受取賃貸料 5,547 7,162

為替差益 52,224 58,604

その他 16,604 19,620

営業外収益合計 79,159 90,991

営業外費用   

支払利息 10,440 8,713

その他 2,757 4,511

営業外費用合計 13,197 13,225

経常利益又は経常損失（△） △384,102 136,787

特別利益   

固定資産売却益 144 －

貸倒引当金戻入額 8,506 －

特別利益合計 8,651 －

特別損失   

固定資産除却損 1,786 198

投資有価証券評価損 － 915

特別退職金 27,630 20,880

環境対策費 9,398 －

特別損失合計 38,814 21,993

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△414,265 114,794

法人税、住民税及び事業税 9,662 8,493

法人税等調整額 183,120 △49,727

法人税等合計 192,783 △41,233

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△607,049 156,027

四半期純利益又は四半期純損失（△） △607,049 156,027



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△607,049 156,027

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △43,086 △12,668

繰延ヘッジ損益 △2,020 △17,100

その他の包括利益合計 △45,107 △29,768

四半期包括利益 △652,156 126,259

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △652,156 126,259

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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