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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 24,515 ― 1,215 ― 1,313 ― 704 ―

20年3月期第3四半期 26,941 8.0 752 43.5 824 55.2 435 246.0

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 19.17 ―

20年3月期第3四半期 11.71 ―

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 44,573 23,731 53.2 650.75
20年3月期 42,747 23,457 54.9 632.71

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  23,731百万円 20年3月期  23,457百万円

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 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 8.00

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 33,400 △8.1 1,140 △15.7 1,250 △14.3 650 △3.6 17.66

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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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 
(1)上記の業績予想につきましては、平成20年10月31日に発表しました内容を修正しておりません。詳細につきましては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覧下さい。 
(2)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、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等  
  は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
(3)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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  40,000,000株 20年3月期  40,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  3,531,407株 20年3月期  2,925,292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  36,777,999株 20年3月期第3四半期  37,236,766株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、エネルギー・原材料価格の大幅かつ急激な変動と米国発の

金融・資本市場混乱等の影響により設備投資や個人消費も減少に転じました。加えて急激な外需の減少や

円高が特に輸出関連企業の収益に大きな打撃を与え、企業倒産の増加など景気後退の加速感が増し、それ

らを背景とした雇用環境の悪化は社会的問題に発展してまいりました。  

 当社グループが属する建設業界におきましては、従来より公共事業予算の縮減路線が継続されるなか、

民間も住宅需要の冷え込みが顕著になりました。また、信用収縮等の影響でゼネコン、マンションデベロ

ッパー等の破綻が続くなど、事業環境は厳しさを増しております。  

 こうした環境のもと当社グループは、与信管理の強化および適正利潤確保へむけた価格改善に取り組ん

でまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は245億15百万円（前年同期比9.0％減）、連結営

業利益は12億15百万円（前年同期比61.5％増）、連結経常利益は13億13百万円（前年同期比59.2％増）、

連結四半期純利益は７億４百万円（前年同期比61.7％増）となりました。 

 なお、「前年同期比増減率」につきましては、参考として記載しております。 

  
  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は445億73百万円となり、前連結会計年度末と比較して18億26

百万円の増加となりました。その主な内訳は、流動資産において現金及び預金が６億83百万円減少、受

取手形及び売掛金が16億95百万円増加、商品が18億68百万円増加し、固定資産において投資その他の資

産が６億62百万円減少したことによるものであります。  

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は208億41百万円となり、前連結会計年度末と比較して15億

51百万円の増加となりました。その主な内訳は、流動負債において支払手形及び買掛金が22億53百万円

増加したことによるものであります。  

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は237億31百万円となり、前連結会計年度末と比較して２

億74百万円の増加となりました。  

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.7ポイント減少し53.2％となりました。  

  

当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは△４億11百万円となりまし

た。主な増加項目は仕入債務の増加額22億48百万円、税金等調整前四半期純利益12億75百万円であり、

主な減少項目はたな卸資産の増加額18億33百万円、売上債権の増加額16億95百万円、法人税等の支払額

８億23百万円であります。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは２億45百万円となりました。主な増加項目は投資有価証券の売

却及び償還による収入５億14百万円であり、減少項目は有形固定資産の取得による支出３億41百万円で

あります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは△５億17百万円となりました。主な減少項目は配当金の支払額

２億96百万円であります。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ６

億83百万円減少し、24億39百万円となりました。 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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わが国経済及び建設業界の先行きについて不透明感が一層深まり、当社業績への影響が見通し難い状況

ではありますが、現時点では業績に変動をもたらす要因は想定されないことから、平成20年10月31日に公

表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。今後、何らかの変化がある場合には適切に開

示してまいります。 

 なお、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いておりますが、実

際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①棚卸資産の評価方法 

 当第３四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出する方法によっております。  

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等と一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合は、前連結会計年度末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。  

  

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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

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」(企業会計基準委員会 平成

19年３月14日 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(収益の低下による簿

価切下げの方法)に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

 （追加情報）   

  当社及び連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機に資産の利用状況等を見直した結果、第

１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数の変更を行っております。これにより、営業利益、経常

利益、税金等調整前四半期純利益は、それぞれ39百万円減少しております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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：百万円）

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 2,439 3,123

受取手形及び売掛金 15,661 13,966

商品 14,711 12,843

仕掛品 1,774 1,814

その他 488 474

貸倒引当金 △383 △115

流動資産合計 34,692 32,106

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,683 4,681

その他（純額） 2,396 2,476

有形固定資産合計 7,080 7,158

無形固定資産 33 52

投資その他の資産   

その他(純額) 3,004 3,610

貸倒引当金 △236 △180

投資その他の資産合計 2,767 3,429

固定資産合計 9,881 10,641

資産合計 44,573 42,747
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（単位：百万円）

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 12,687 10,433

短期借入金 5,180 5,180

1年内返済予定の長期借入金 137 137

未払法人税等 309 553

引当金 194 350

その他 2,036 2,199

流動負債合計 20,543 18,854

固定負債   

長期借入金 34 137

引当金 18 17

その他 244 280

固定負債合計 298 435

負債合計 20,841 19,290

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,626 3,626

資本剰余金 5,205 5,205

利益剰余金 15,618 15,209

自己株式 △791 △674

株主資本合計 23,657 23,367

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 73 90

評価・換算差額等合計 73 90

純資産合計 23,731 23,457

負債純資産合計 44,573 42,747
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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：百万円）

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 24,515

売上原価 19,349

売上総利益 5,165

販売費及び一般管理費  

報酬及び給料手当 1,623

貸倒引当金繰入額 317

賞与引当金繰入額 140

役員賞与引当金繰入額 12

退職給付費用 149

その他 1,706

販売費及び一般管理費合計 3,949

営業利益 1,215

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 29

受取地代家賃 99

その他 47

営業外収益合計 183

営業外費用  

支払利息 63

その他 22

営業外費用合計 85

経常利益 1,313

特別利益  

固定資産売却益 11

投資有価証券売却益 5

その他 0

特別利益合計 16

特別損失  

固定資産売却損 13

投資有価証券評価損 13

会員権貸倒引当金繰入額 25

その他 2

特別損失合計 54

税金等調整前四半期純利益 1,275

法人税、住民税及び事業税 590

法人税等調整額 △20

法人税等合計 570

四半期純利益 704
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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利益 1,275

減価償却費 357

引当金の増減額（△は減少） 168

有形固定資産売却損益（△は益） 1

投資有価証券売却損益（△は益） △5

投資有価証券評価損益（△は益） 13

受取利息及び受取配当金 △36

支払利息 63

売上債権の増減額（△は増加） △1,695

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,833

仕入債務の増減額（△は減少） 2,248

その他 △128

小計 429

利息及び配当金の受取額 43

利息の支払額 △60

法人税等の支払額 △823

営業活動によるキャッシュ・フロー △411

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 △341

有形固定資産の売却による収入 50

投資有価証券の売却及び償還による収入 514

その他 21

投資活動によるキャッシュ・フロー 245

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △102

自己株式の取得による支出 △117

配当金の支払額 △296

財務活動によるキャッシュ・フロー △517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △683

現金及び現金同等物の期首残高 3,123

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,439
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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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前年同四半期にかかる財務諸表 

(1) (要約)四半期連結損益計算書 

   前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

 
  

「参考資料」

前年同四半期

科  目
（平成20年３月期

 第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ売上高 26,941

Ⅱ売上原価 22,698

売上総利益 4,242

Ⅲ販売費及び一般管理費 3,490

営業利益 752

Ⅳ営業外収益

１．受取利息配当金 29

２．その他 118 147

Ⅴ営業外費用

１．支払利息 62

２．その他 12 75

経常利益 824

Ⅵ特別利益 51

Ⅶ特別損失 38

税金等調整前四半期純利益 838

法人税、住民税及び事業税 205

法人税等調整額 196 402

四半期純利益 435
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(2) (要約)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（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

 
  

前年同四半期

(平成20年３月期

第３四半期)

区 分 金  額

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利益 838

減価償却費 264

引当金の減少額 △ 300

売上債権の減少額 2,119

たな卸資産の減少額 127

仕入債務の減少額 △ 1,082

その他 651

小    計 2,617

法人税等の支払額 △ 398

その他 △ 347

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,872

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

有形・無形固定資産の取得による支出 △ 150

その他 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 138

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 400

長期借入金の返済による支出 △ 91

自己株式の取得による支出 △ 3

配当金の支払額 △ 297

財務活動によるキャッシュ・フロー 8

Ⅳ現金及び現金同等物の増加額 1,742

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 887

Ⅵ現金及び現金同等物の四半期末残高 2,629
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