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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 11,344 ― △235 ― △255 ― △163 ―

20年3月期第3四半期 11,336 △7.2 △316 ― △353 ― △173 ―

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

21年3月期第3四半期 △10.76 ―

20年3月期第3四半期 △11.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 18,175 4,996 27.5 334.27
20年3月期 20,616 5,154 25.0 337.66

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,996百万円 20年3月期  5,154百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.00 2.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 19,000 5.2 280 137.7 200 122.1 150 125.9 9.83

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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されるもの） 

（注）詳細は、４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には、さまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの
予想数値と異なる場合があります。上記予想に関する事項は、添付資料の３ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  15,321,000株 20年3月期  15,321,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  372,443株 20年3月期  55,245株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  15,170,011株 20年3月期第3四半期  15,267,514株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的
な金融資本市場の混乱や急激な円高の影響により、基幹産業である製造業を中心に大幅な減産、雇用の縮
小が行われるなど、景気は急速に減速感を強めてまいりました。  
 このような状況のもと、当社グループは、より地域に密着し、市場ニーズに柔軟でスピーディーな事業
展開を図るため、社内体制を「製品事業部制」から「地域事業部制」に移行いたしました。また、「エク
ステリア事業」の販売部門を連結子会社のニッコーエクステリア株式会社（旧株式会社サンズ）に集約・
統合して効率的な販売体制の確立に取り組んでまいりました。さらに、採算重視の営業展開を推進したほ
か、第３四半期より営業・生産拠点を再編し、販売・生産効率の向上による市場競争力の強化を推し進め
てまいりました。  
 当第３四半期連結累計期間の業績は、平成18年に民事再生計画の認可決定後100％子会社とした東播商
事株式会社を連結の範囲に含めたことにより土木部門が増収となりましたが、都市環境およびエクステリ
ア部門が減収となったことにより、売上高は113億44百万円（前年同期比0.1％増）となりました。一方、
厳しい経営環境のなかでも採算重視の営業展開を推進したことにより、営業損失は２億35百万円（同80百
万円の改善）、経常損失は２億55百万円（同97百万円の改善）、四半期純損失は法人税等調整額が減少し
たことで１億63百万円（同10百万円の改善）となりました。なお、前年同期比は参考として記載しており
ます。  
 各部門の状況は以下のとおりです。  

（部門別売上高の状況） 

 
  

（都市環境部門） 
主要な売上を占める舗装材は、社会ニーズに対応したバリアフリータイプ、環境への配慮と負荷軽減に

繋がる保水・透水タイプの製品群が堅調に推移いたしましたが、工事発注の遅れや大型物件の発注が停滞
ならびに減少したことなどにより、当部門の売上高は31億90百万円（前年同期比5.6％減）となりまし
た。 
  

（エクステリア部門） 
販売部門を連結子会社に集約・統合して効率的な販売体制の確立に取り組んでまいりましたが、改正建

築基準法施行の影響が収束してきたものの、金融市場の混乱、ならびに雇用情勢の急速な悪化に伴い、新
設住宅着工戸数は減少傾向となっており、リニューアル製品を上市いたしましたが、当部門の売上高は15
億64百万円（前年同期比14.9％減）となりました。 
  

（土木部門） 
公共事業が総じて低調に推移するなか、ヒューム管ならびに重圧管などの製品は堅調に推移いたしまし

たが、ボックスカルバートや側溝などの製品が、公共工事発注の遅れや景気の減速感に伴う民間工事の遅
延などにより低調に推移いたしました。しかしながら、東播商事株式会社を連結の範囲に含めたことで、
当部門の売上高は65億89百万円（前年同期比7.7％増）となりました。 
  

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて24億40百万円減少し、181
億75百万円となりました。これは主に、売上高に季節的変動があることで、受取手形及び売掛金が29億98
百万円減少したものであります。  
 当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて22億82百万円減少し、131億
78百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少により支払手形及び買掛金が17億80百万円減少した
ものであります。  
 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて１億57百万円減少し、49億
96百万円となりました。これは主に、東播商事株式会社を連結の範囲に含めたことで１億14百万円増加い
たしましたが、四半期純損失の計上ならびに配当金の支払により利益剰余金が減少したことによるもので
あります。  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前連結会計年度

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

都市環境部門 3,381 29.8 3,190 28.1 6,066 33.6

エクステリア部門 1,838 16.2 1,564 13.8 2,443 13.5

土 木 部 門 6,117 54.0 6,589 58.1 9,548 52.9

合   計 11,336 100.0 11,344 100.0 18,058 100.0

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、東播商事株式会
社を当連結累計期間より連結の範囲に含めたことなどで前連結会計年度末に比べ２億50百万円増加し、12
億50百万円となりました。  
 当第３四半期連結累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りま
す。  
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結累計期間において営業活動によって得たキャッシュ・フローは、８億54百万円となり

ました。  
 これは、税金等調整前四半期純損失を２億87百万円計上し、仕入債務が18億15百万円減少、たな卸資産
が３億17百万円増加したものの、売上債権が32億62百万円減少および減価償却費２億96百万円などが主な
要因であります。  
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結累計期間において投資活動に使用したキャッシュ・フローは、２億13百万円となりま

した。  
 これは、有形固定資産の取得による支出２億13百万円が主な要因であります。  
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結累計期間において財務活動に使用したキャッシュ・フローは、４億13百万円となりま

した。  
 これは、借入金の返済および配当金の支払などを行ったことが主な要因であります。  
  
  

  

今後の国内経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融資本市場の混乱などによ
り景気悪化が鮮明になってきたことから、一層の減速傾向が持続するものと予想されます。また、当社グ
ループの需要先である建設業界では、民間設備投資の減退に加え、国や地方の公共事業は依然として縮減
傾向にあるなど、総じて厳しい状況が続いております。 
当社グループは、このような厳しい経営環境に対応するため、原価の低減や生産効率の向上ならびに採

算重視の営業展開を継続的に取り組むとともに、第３四半期に実施いたしました営業・生産拠点の再編に
より、販売・生産効率の向上を推し進めることで一層の市場競争力の強化を図ってまいります。 
このような状況を踏まえ、通期の連結業績予想につきましては本資料の発表日現在において入手可能な

情報に基づき予想しました結果、平成20年５月15日に発表しました業績予想値に変更はありません。 
なお、実際の業績につきましては、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。  

  
  
  
  
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四
半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）に変更しております。  
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が５百万円減少し、営業損失、経常損失
及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ５百万円増加しております。  

③ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３
月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期
連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る会計処理に変更し、リース資産として計
上しております。  
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す
る方法によっております。  
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。  
 これによる損益に与える影響は軽微であります。  
  

  

4. その他
(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５【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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,275,264 1,000,154

受取手形及び売掛金 5,684,955 8,683,269

商品 143,669 160,211

製品 1,865,407 1,252,470

原材料 202,426 147,691

仕掛品 115,432 89,313

未成工事支出金 38,307 65,064

貯蔵品 44,226 53,969

繰延税金資産 142,739 －

その他 85,551 407,922

貸倒引当金 △28,388 △42,020

流動資産合計 9,569,593 11,818,046

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,947,774 2,032,939

土地 4,935,409 4,928,393

その他（純額） 862,434 845,285

有形固定資産合計 7,745,617 7,806,618

無形固定資産 278,185 295,929

投資その他の資産   

投資有価証券 402,531 494,331

長期貸付金 55,800 55,800

その他 411,336 242,718

貸倒引当金 △287,171 △97,154

投資その他の資産合計 582,497 695,695

固定資産合計 8,606,300 8,798,243

資産合計 18,175,893 20,616,290
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,769,967 5,550,347

短期借入金 8,210,200 8,060,200

未払法人税等 27,768 31,498

未払消費税等 33,846 72,208

未払費用 159,350 109,846

賞与引当金 13,245 21,840

その他 428,357 575,813

流動負債合計 12,642,735 14,421,754

固定負債   

長期借入金 319,400 826,200

繰延税金負債 46,274 68,375

退職給付引当金 64,146 41,522

その他 106,422 103,822

固定負債合計 536,243 1,039,920

負債合計 13,178,979 15,461,675

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,019,800 2,019,800

資本剰余金 2,016,586 2,016,586

利益剰余金 916,178 995,290

自己株式 △32,769 △6,306

株主資本合計 4,919,795 5,025,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 77,118 129,244

評価・換算差額等合計 77,118 129,244

純資産合計 4,996,914 5,154,615

負債純資産合計 18,175,893 20,616,290
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 11,344,570

売上原価 9,691,926

売上総利益 1,652,644

販売費及び一般管理費 1,888,478

営業損失（△） △235,834

営業外収益  

受取利息 1,806

受取配当金 7,685

受取賃貸料 19,669

工業所有権実施許諾料 19,929

雑収入 36,641

営業外収益合計 85,731

営業外費用  

支払利息 89,229

手形売却損 3,258

賃貸費用 7,686

雑損失 5,055

営業外費用合計 105,230

経常損失（△） △255,333

特別利益  

固定資産売却益 452

投資有価証券売却益 13,947

特別利益合計 14,400

特別損失  

固定資産売却損 880

固定資産除却損 33,404

投資有価証券評価損 12,767

特別損失合計 47,051

税金等調整前四半期純損失（△） △287,984

法人税、住民税及び事業税 18,021

法人税等調整額 △142,739

法人税等合計 △124,718

四半期純損失（△） △163,266
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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損失（△） △287,984

減価償却費 296,073

有形固定資産売却損益（△は益） 427

有形固定資産除却損 28,932

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △1,180

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,824

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,835

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,623

受取利息及び受取配当金 △9,491

支払利息 89,229

売上債権の増減額（△は増加） 3,262,922

たな卸資産の増減額（△は増加） △317,948

仕入債務の増減額（△は減少） △1,815,278

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,685

確定拠出年金債務の増減額（△は減少） △106,840

その他の資産の増減額（△は増加） △5,527

その他の負債の増減額（△は減少） △169,647

小計 956,614

利息及び配当金の受取額 10,159

利息の支払額 △88,000

法人税等の支払額 △24,176

営業活動によるキャッシュ・フロー 854,597

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △213,289

有形固定資産の売却による収入 3,344

無形固定資産の取得による支出 △16,265

投資有価証券の売却による収入 20,872

その他 △8,262

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,599

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） △250,000

長期借入金の返済による支出 △106,800

自己株式の取得による支出 △26,463

配当金の支払額 △30,358

財務活動によるキャッシュ・フロー △413,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 227,375

現金及び現金同等物の期首残高 1,000,154

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 22,734

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,250,264

日本興業㈱（5279）平成21年３月期　第３四半期決算短信

─8─



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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（要約）前四半期連結損益計算書 

「参考資料」

科   目

前第３四半期連結累計期間

 （自 平成19年４月１日

  至 平成19年12月31日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 11,336,675

Ⅱ 売上原価 9,687,326

  売上総利益 1,649,349

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,965,512

  営業損失(△) △ 316,162

Ⅳ 営業外収益 97,818

   受取利息 9,006

   雑収入 88,811

Ⅴ 営業外費用 134,666

   支払利息 87,443

   雑損失 47,222

  経常損失(△) △ 353,010

Ⅵ 特別利益 ─

Ⅶ 特別損失 9,080

  税金等調整前四半期純損失(△） △ 362,090

  法人税、住民税及び事業税 20,453

  法人税等調整額 △ 208,974

  四半期純損失(△） △ 173,569
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日）

区  分 金額（千円）

Ⅰ 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損失(△) △ 362,090

   減価償却費 309,337

   売上債権の減少額(△増加額) 3,302,906

   たな卸資産の減少額(△増加額) △ 573,006

   仕入債務の増加額(△減少額) △ 1,792,265

   未払消費税等の増加額(△減少額) △ 60,825

   その他 △ 103,952

    小計 720,104

   法人税等の支払額他 △ 106,261

   営業活動によるキャッシュ・フロー 613,842

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △ 170,495

   貸付による支出 △ 90,000

   貸付金の回収による収入 15,000

   その他 △ 26,357

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 271,853

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増加額（△純減少額） △ 100,000

   長期借入金の返済による支出 △ 120,150

   配当金の支払額 △ 45,545

   その他 △ 320

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 266,015

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 75,973

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,018,263

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,094,236
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