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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 6,704 ― △79 ― △100 ― △277 ―

20年3月期第3四半期 7,412 △2.9 72 △33.8 103 △25.1 23 △55.8

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 △15.17 ―

20年3月期第3四半期 1.28 ―

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 11,725 7,816 65.8 422.22
20年3月期 11,882 8,081 67.1 436.79

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,710百万円 20年3月期  7,978百万円

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 ― 2.50 2.50
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 1.50 1.50

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 9,650 △3.7 10 △93.8 40 △70.6 △160 ― △8.76

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、３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）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる 
可能性があります。なお、上記予想に関する事項は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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表 
等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後 
の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 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  18,640,112株 20年3月期  18,640,112株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  379,101株 20年3月期  375,214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  18,262,798株 20年3月期第3四半期  18,268,771株
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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 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国金融危機に端を発した世界的経済の失速の影響により急

激な株安や円高が企業収益を圧迫し、設備投資や雇用環境が著しく後退するなど個人消費が急速に冷え込み、あらゆ

る業種において景気悪化が色濃い状況となりました。土木建設業界におきましても不動産市場の急落により、建設・

開発計画の見直しや中止、一部延期などが相次ぎ、建設需要は大きく減少し、厳しい受注環境のうちに推移しまし

た。 

 このような環境の中、当社グループの切削機具事業では全体工事需要の低下の影響により、コアドリルの販売が伸

び悩み、ダイヤモンドビットやブレード等の切削消耗品売上も減少しました。特殊工事事業では耐震補強工事やダイ

ヤモンドによる金属切断工事分野は安定・維持しましたが、市中ビル等一般建設需要が落ち、売上はやや減少しまし

た。建設・生活関連品事業では建設工事の中止や延期の影響で機械工具・住宅資材の売上が減少しました。その他の

事業においては自動制御盤・配電盤事業は民間設備投資低下の影響でやや減少しましたが、介護付有料老人ホーム運

営等の介護事業とＩＴ関連事業は新規開拓が進み拡大いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高67億４百万円(前年同期比9.6％減)、営業利益は△79

百万円（前年同期は72百万円）、経常利益は△１億円（前年同期は１億３百万円）となりました。また四半期純利益

は、棚卸資産の評価損53百万円と投資有価証券評価損１億67百万円および投資有価証券売却損73百万円を特別損失に

計上したことなどにより、△２億77百万円（前年同期は23百万円）となりました。 

 当第３四半期におけるセグメント別の売上高は次のとおりです。 

セグメント別売上高                                   （単位：千円） 

 （注）上記金額は外部顧客に対する売上高であり、セグメント間の内部売上高は含まれておりません。 

※なお、本項における前年同期比較に関する情報は、当期より四半期会計基準等を適用したことにより、参考情報と

して記載しています。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 財政状態の変動状況 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から１億57百万円減少し117億25百万円となり

ました。 

 流動資産は、現金及び預金が43百万円、繰延税金資産が１億46百万円増加しましたが、有価証券が88百万円、受取

手形及び売掛金が売上債権の回収に伴い１億57百万円減少したため、全体では34百万円減少し51億31百万円となりま

した。 

 有形固定資産、無形固定資産には大きな変動は無く、有形固定資産は10百万円減少し57億52百万円、無形固定資産

は12百万円減少し89百万円となりました。投資その他の資産は、投資有価証券が減損などにより66百万円の減少、繰

延税金資産が27百万円の減少などにより１億１百万円減少し７億53百万円となり、固定資産全体では１億23百万円減

少し65億94百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から１億９百万円増加し39億９百万円となりまし

た。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金35百万円、未払法人税等93百万円の減少などにより全体では、１億31百万円減少

し32億５百万円となりました。 

 固定負債は、長期の資金調達３億80百万円を行ったため長期借入金が１億91百万円増加したことなどにより２億39

百万円増加し７億４百万円となりました。 

 なお、有利子負債も１億80百万円増加し、13億92百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、利益剰余金が配当金の支払い46百万円、第３四半期純損失２億77

百万円の合計で３億23百万円減少したこと、その他有価証券評価差額金が56百万円増加したことなどで全体では、前

連結会計年度末から２億66百万円減少し、78億16百万円となりました。 

事 業 区 分 
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 増    減 

金 額 構成比（％） 金 額 構成比（％） 金 額 増減率（％）

 切削機具事業 2,591,933 35.0 2,179,109 32.5 △412,824 △15.9 

 特殊工事事業 1,088,622 14.7 1,051,956 15.7 △36,666 △3.4 

 建設・生活関連品事業 2,768,629 37.3 2,482,679 37.0 △285,951 △10.3 

 その他の事業 962,960 13.0 990,021 14.8 27,061 2.8 

合    計 7,412,143 100.0 6,703,765 100.0 △708,379 △9.6 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成２１年３月期の連結業績予想につきましては、平成２０年８月２２日に開示しております業績予想から変更は

ありません。 

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） 

  該当事項はありません。 

（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 

  該当事項はありません。 

（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 

   ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用し

ております。また、当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則

第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

   ②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

   たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均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、主として総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）により算定しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は、それぞれ16,785千円、税金等調整前四

半期純損失は、70,133千円増加しております。 

   ③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

   ④リース取引に関する会計基準の適用 

  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（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、リース取引開始日が会計基準適

用初年度開始後のリース取引で、これらの会計基準等に基づき所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定

されたものについては、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引で、これ

らの会計基準等に基づき所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定されたものについては、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。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 
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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 888,772 845,421

受取手形及び売掛金 2,461,798 2,619,245

有価証券 111,961 199,967

商品及び製品 1,023,499 1,115,221

仕掛品 45,914 42,414

原材料及び貯蔵品 220,418 198,985

その他 383,785 149,879

貸倒引当金 △5,127 △5,663

流動資産合計 5,131,021 5,165,468

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,849,602 3,828,611

減価償却累計額 △2,193,090 △2,139,136

建物及び構築物（純額） 1,656,513 1,689,475

土地 3,892,925 3,892,925

その他 1,227,673 1,167,299

減価償却累計額 △1,024,883 △987,917

その他（純額） 202,791 179,382

有形固定資産合計 5,752,228 5,761,782

無形固定資産   

のれん 31,663 37,598

その他 56,929 63,244

無形固定資産合計 88,592 100,842

投資その他の資産   

投資有価証券 339,780 406,178

その他 491,867 551,860

貸倒引当金 △78,436 △103,962

投資その他の資産合計 753,210 854,076

固定資産合計 6,594,030 6,716,700

資産合計 11,725,051 11,882,168
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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 1,918,591 1,953,218

短期借入金 1,028,712 1,040,143

未払法人税等 11,575 104,645

賞与引当金 53,592 75,431

完成工事補償引当金 350 229

その他 192,086 161,941

流動負債合計 3,204,905 3,335,607

固定負債   

長期借入金 363,221 172,255

退職給付引当金 231,001 214,391

役員退職慰労引当金 48,967 41,642

その他 61,294 36,856

固定負債合計 704,483 465,143

負債合計 3,909,388 3,800,750

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,090,270 4,090,270

資本剰余金 3,965,370 3,965,381

利益剰余金 △240,922 81,805

自己株式 △54,145 △53,549

株主資本合計 7,760,574 8,083,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △55,229 △111,592

為替換算調整勘定 4,781 5,621

評価・換算差額等合計 △50,448 △105,971

少数株主持分 105,537 103,482

純資産合計 7,815,663 8,081,418

負債純資産合計 11,725,051 11,882,168
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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 6,703,765

売上原価 5,242,851

売上総利益 1,460,914

販売費及び一般管理費 1,539,897

営業損失（△） △78,983

営業外収益  

受取利息 3,285

受取配当金 7,595

受取手数料 6,958

受取家賃 12,672

その他 16,234

営業外収益合計 46,744

営業外費用  

支払利息 11,843

有価証券運用損 37,102

為替差損 8,300

その他 10,160

営業外費用合計 67,405

経常損失（△） △99,644

特別利益  

固定資産売却益 682

特別利益合計 682

特別損失  

固定資産売却損 164

固定資産除却損 248

投資有価証券売却損 73,448

投資有価証券評価損 167,301

たな卸資産評価損 53,349

特別損失合計 294,510

税金等調整前四半期純損失（△） △393,472

法人税、住民税及び事業税 35,824

法人税等調整額 △159,076

法人税等合計 △123,252

少数株主利益 6,844

四半期純損失（△） △277,064

㈱コンセック（9895）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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし

書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）セグメント情報 

 事業の種類別セグメント情報 

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） 

  

（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。 

 
切削機具事業 

（千円） 

特殊工事事業 

（千円） 

建設・生活 

関連品事業 

（千円） 

その他の事業 

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高               

(１)外部顧客に対する 

売上高 
2,179,109 1,051,956 2,482,679 990,021 6,703,765 － 6,703,765 

(２)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
－ － 26,339 31,192 57,531 △57,531 － 

計 2,179,109 1,051,956 2,509,018 1,021,213 6,761,296 △57,531 6,703,765 

 営業利益 15,159 82,565 43,051 22,434 163,209 △242,192 △78,983 
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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（平成19年４月１日～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（千円） 

Ⅰ 売上高 7,412,143 

Ⅱ 売上原価 5,754,896 

 売上総利益 1,657,247 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,585,210 

 営業利益 72,038 

Ⅳ 営業外収益 61,175 

 受取利息  2,658 

 投資有価証券利息及び
配当金 12,262 

 売買有価証券運用益 14,919 

 受取手数料 7,168 

 その他  24,168 

Ⅴ 営業外費用 29,987 

 支払利息 11,597 

 手形売却損 1,084 

 その他 17,306 

 経常利益 103,225 

Ⅴ 特別利益 16 

Ⅵ 特別損失 5,095 

 税金等調整前第３四半
期純利益 98,147 

 法人税、住民税及び事
業税 83,081 

 法人税等調整額 △4,679 

 少数株主損失（△） △3,577 

 第３四半期純利益 23,322 
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（２）セグメント情報 

 事業の種類別セグメント情報 

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） 

 
切削機具事業 

（千円） 

特殊工事事業 

（千円） 

建設・生活 

関連品事業 

（千円） 

その他の事業 

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高及び営業利益               

 売上高               

 外部顧客に対する売

上高 
2,591,933 1,088,622 2,768,629 962,960 7,412,143 － 7,412,143 

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － 21,109 12,521 33,631 △33,631 － 

計 2,591,933 1,088,622 2,789,738 975,481 7,445,774 △33,631 7,412,143 

 営業費用 2,453,922 1,015,164 2,692,396 985,241 7,146,722 193,383 7,340,106 

 営業利益 138,011 73,457 97,342 △9,759 299,052 △227,014 72,038 
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