
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年1月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ジャパンパイル株式会社 上場取引所 大 

コード番号 5288 URL http://www.japanpile.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 黒瀬 晃

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 藤原 敬三 TEL 03-5843-4192

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

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 54,969 ― 1,572 ― 1,839 ― 461 ―

20年3月期第3四半期 45,556 △7.4 1,778 △17.4 2,011 △12.7 1,893 39.3

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 17.68 ―

20年3月期第3四半期 72.60 ―

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 50,495 14,149 27.7 535.56
20年3月期 44,832 13,880 30.6 525.36

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  13,968百万円 20年3月期  13,703百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 12.00 12.00

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 72,000 17.7 2,600 30.3 2,900 21.6 1,200 △33.8 46.01

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  

詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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） 

詳細は、２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 
１．上記の予想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作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果とな
る可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の２ページを参照してください。 
２．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 26,151,292株 20年3月期 26,151,292株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 68,743株 20年3月期 68,427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 26,082,720株 20年3月期第3四半期 26,085,468株
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 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、夏場以降米国金融危機の深刻化の影響を大きく受け、急速な景

気後退に直面しました。このような環境下、当社グループも景気後退の影響は避けられないところでありますが、当

年度上期中の高水準の受注残の効果もあって、当社主力商品のコンクリートパイルの完工量は、昨年同期比11.7％増

を確保しました。また、場所打ち杭部門も、基礎工業㈱の当社グループ入りや、丸五基礎工業㈱との業務協力協定の

締結等の積極策が奏功し、前年同期比57.2％増と大きく売上高を伸ばしました。一方、利益面では、景気後退の影響

から、不良債権の増大、原料の高騰分の販売価格への転嫁が十分出来ないなどから、十分な成果を挙げることが出来

ませんでした。  

 この結果、売上高は、549億69百万円（前年第３四半期比20.7％増）、営業利益は15億72百万円（同11.6％減）、

経常利益は18億39百万円（同8.6％減）となりました。また、当期純利益は、株式市況の悪化に伴う株式評価損を特

別損失に計上したことや税金費用の負担が通常ベースに戻ったことと相俟って４億61百万円（同75.6％減）となりま

した。 

  

 当第３四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ56億63百万円増加し504億95百万円となりました。主な

要因は、前連結会計年度第３四半期から第４四半期にかけて落ち込んだ売上高が回復し、売掛債権が36億17百万円増

加したこと、有形固定資産のおいては、施工機材を中心とするリース資産を購入したことにより６億49百万円増加、

山梨工場の大径化投資や研修施設の新設等により建設仮勘定が12億37百万円増加したことによるものであります。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ53億94百万円増加し363億46百万円となりました。主な要因は、仕入債務の増

加36億49百万円、有利子負債の増加８億25百万円等によるものであります。 

 純資産は、当四半期純利益計上による増加４億61百万円、有価証券評価差額金の増加１億17百万円、配当金の支払

いによる減少３億12百万円等の結果、前連結会計年度末に比べ２億68百万円増加し141億49百万円となりました。 

  

 売上高については、足下の引合い状況や受注残高から判断して、第４四半期も引続き堅調に推移し、通期業績予想

の水準を維持できる見込みであります。利益面においては、現状、修正の必要はないと判断しております。なお、平

成21年３月期第３四半期において、平成20年10月以降、当社が保有する投資有価証券のうち時価が著しく下落してい

るものについて、減損処理による投資有価証券評価損を特別損失として計上しておりますが、当該損失は現時点での

通期業績予想に反映されておりません。投資有価証券の減損処理にあたっては、平成21年３月期の期末日の時価によ

り、計上すべき特別損失の額が第３四半期と比較して変動する場合、もしくは特別損失を計上しない場合がございま

す。今後の株価動向により修正の必要があると判断される場合、速やかに公表いたします。 

  

 該当事項はありません。  

   

１．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

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 

２．連結財政状態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 

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 

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。 
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２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、未成工事支出金については個別法による原価法、

製品及び原材料については移動平均法による原価法、貯蔵品については主として最終仕入原価法による原価法

によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、未成工事支出金については個別法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、製品及び原材料については移動平均法による

原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、貯蔵品については主として最

終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定

しております。この変更による損益に与える影響はありません。 

３．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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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 5,117 3,462

受取手形及び売掛金 22,325 18,708

未成工事支出金 3,018 3,694

製品 3,317 3,177

原材料 598 457

貯蔵品 195 178

その他 656 1,087

貸倒引当金 △222 △281

流動資産合計 35,005 30,486

固定資産   

有形固定資産 12,444 10,887

無形固定資産   

のれん 255 278

その他 339 353

無形固定資産合計 594 632

投資その他の資産   

その他 3,198 3,193

貸倒引当金 △762 △368

投資その他の資産合計 2,436 2,824

固定資産合計 15,475 14,344

繰延資産 15 1

資産合計 50,495 44,832
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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 9,004 10,566

ファクタリング未払金 13,384 8,173

短期借入金 1,365 1,220

1年内返済予定の長期借入金 1,310 1,350

1年内償還予定の社債 800 660

未払法人税等 469 54

賞与引当金 217 395

その他 2,619 1,703

流動負債合計 29,171 24,123

固定負債   

社債 860 380

長期借入金 1,678 2,237

退職給付引当金 156 105

役員退職慰労引当金 115 77

負ののれん 1,873 2,094

その他 2,489 1,932

固定負債合計 7,174 6,828

負債合計 36,346 30,951

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,815 2,815

資本剰余金 4,348 4,348

利益剰余金 6,998 6,850

自己株式 △50 △50

株主資本合計 14,112 13,964

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △144 △261

評価・換算差額等合計 △144 △261

少数株主持分 181 177

純資産合計 14,149 13,880

負債純資産合計 50,495 44,832
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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 54,969

売上原価 47,234

売上総利益 7,734

販売費及び一般管理費 6,162

営業利益 1,572

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 30

負ののれん償却額 221

その他 131

営業外収益合計 389

営業外費用  

支払利息 96

その他 27

営業外費用合計 123

経常利益 1,839

特別利益  

固定資産売却益 29

投資有価証券売却益 0

特別利益合計 29

特別損失  

固定資産売却損 2

固定資産除却損 128

投資有価証券評価損 671

特別損失合計 803

税金等調整前四半期純利益 1,065

法人税等 601

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2

四半期純利益 461

ジャパンパイル㈱（5288）平成21年３月期　第３四半期決算短信

6



 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。 

  

 基礎工事関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 海外売上高がないため、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）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（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（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  45,556

Ⅱ 売上原価  38,250

売上総利益  7,306

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,527

営業利益  1,778

Ⅳ 営業外収益  374

Ⅴ 営業外費用  141

経常利益  2,011

Ⅵ 特別利益  42

Ⅶ 特別損失  336

税金等調整前四半期純利益  1,717

税金費用 △188

少数株主利益  12

四半期純利益  1,893
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