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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 20,330 ― 87 ― 129 ― 64 ―
20年3月期第3四半期 17,746 ― 410 ― 442 ― 160 ―

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 9.17 ―
20年3月期第3四半期 22.92 ―

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 18,237 8,569 45.3 1,183.62
20年3月期 16,831 8,613 49.3 1,187.24

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  8,264百万円 20年3月期  8,292百万円

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 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

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  有   

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 25,000 3.2 130 △63.8 180 △55.5 70 △48.6 10.02

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、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） 

（注）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．平成20年11月７日公表の業績予想は、本日平成21年２月12日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますのでご参照ください。 
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、発表日現在において入手している情報及び合理的である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  7,694,080株 20年3月期  7,694,080株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  711,408株 20年3月期  709,660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  6,983,219株 20年3月期第3四半期  6,985,446株



当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国発のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混

乱による株価の下落や円高等の影響により、企業収益は大幅に悪化し、雇用情勢も厳しさを増すなか、景気は後退局

面を迎えました。 

 当社グループの主要な事業が属する建設業界におきましては、公共工事が減少していることに加え、景気後退に伴

い民間建築工事も減少傾向が続いており、一段と厳しい経営環境が続いてまいりました。 

 このような状況のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、建設事業において土

木工事が減少したものの、建築基準法改正の影響がほぼ収束したことで建築工事が売上高に寄与したことから、前年

同期に比べ25億84百万円増加の203億30百万円となりました。 

 一方、利益につきましては、建設資材価格の高騰に加え、不採算工事の発生や債権の貸倒が生じたことなどによ

り、営業利益は前年同期に比べ３億22百万円減少の87百万円、経常利益は前年同期に比べ３億12百万円減少の１億29

百万円、四半期純利益は96百万円減少の64百万円となりました。 

  

（注）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。したがいまして、当第３四半期連

結累計期間の連結損益計算書と前年同期の連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、文中の前年同期比較に関す

る情報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資産総額は、前連結会計年度末に比べ14億６百万円増加し、182億37百万円となり

ました。これは主に前連結会計年度末に比べ受取手形・完成工事未収入金等が増加したことによるものであります。

 負債総額は、前連結会計年度末に比べ14億50百万円増加し、96億67百万円となりました。これは主に支払手形・工

事未払金等が増加したことによるものであります。また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ43百万円

減少し85億69百万円となりました。これは主に剰余金の配当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。  

  

  

 通期の業績予想につきましては、大型土木工事の完成が来期にずれ込むことや民間建築工事の受注が鈍化すること

が想定されることから、平成20年11月７日に公表した業績予想を修正しております。 

 詳細は、本日別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

該当事項はありません。 

   

（簡便な会計処理） 

 ① 完成工事補償引当金の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の完成工事補償引当金は、前連結会計年度において算定した補償工事費の

完成工事高に対する実績率から著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の実績率を用いて

算定しております。 

 ② 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定に関しては、実地棚卸を一部省略し、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定しております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

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 経過勘定項目の算定方法  

 一部の費用については、合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

 ④ 繰延税金資産およ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は、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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ため、前連結会計年度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。 

（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。   

  

（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。 

②貯蔵品については、従来、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、

最終仕入原価法による原価法（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。 

 なお、これによる損益へ与える影響はありません。 

  



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   

現金預金 3,802,858 4,318,630

受取手形・完成工事未収入金等 7,412,455 6,308,922

未成工事支出金等 1,366,508 1,295,979

その他 1,428,366 619,273

貸倒引当金 △62,176 △29,231

流動資産合計 13,948,011 12,513,575

固定資産   

有形固定資産 2,922,700 2,971,284

無形固定資産 26,212 28,870

投資その他の資産   

その他 1,553,294 1,481,247

貸倒引当金 △212,318 △163,643

投資その他の資産計 1,340,976 1,317,604

固定資産合計 4,289,889 4,317,759

資産合計 18,237,901 16,831,334



（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・工事未払金等 6,912,375 6,029,773

短期借入金 15,000 35,000

1年内返済予定の長期借入金 89,878 104,960

未払法人税等 100,677 86,721

未成工事受入金 644,784 －

引当金 170,468 205,827

その他 618,850 644,926

流動負債合計 8,552,033 7,107,209

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 188,704 170,335

退職給付引当金 505,395 465,356

役員退職慰労引当金 61,600 170,900

その他 260,255 203,983

固定負債合計 1,115,955 1,110,575

負債合計 9,667,989 8,217,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,710,900 1,710,900

資本剰余金 2,330,219 2,330,219

利益剰余金 4,502,438 4,512,263

自己株式 △296,157 △295,600

株主資本合計 8,247,399 8,257,781

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,454 34,396

評価・換算差額等合計 17,454 34,396

少数株主持分 305,057 321,372

純資産合計 8,569,911 8,613,549

負債純資産合計 18,237,901 16,831,334



（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 20,330,478

売上原価 18,444,505

売上総利益 1,885,973

販売費及び一般管理費 1,798,167

営業利益 87,805

営業外収益  

受取利息 11,454

受取配当金 5,520

仕入割引 13,027

受取賃貸料 3,538

物品売却益 10,715

その他 9,416

営業外収益合計 53,672

営業外費用  

支払利息 7,022

売上割引 2,406

その他 2,479

営業外費用合計 11,908

経常利益 129,569

特別利益  

固定資産売却益 5,450

貸倒引当金戻入額 1,499

特別利益合計 6,950

特別損失  

固定資産処分損 4,716

投資有価証券評価損 1,261

特別損失合計 5,977

税金等調整前四半期純利益 130,541

法人税等 81,937

少数株主損失（△） △15,414

四半期純利益 64,019



 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。 

  

（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 

 該当事項はありません。 

  



「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  17,746,462

Ⅱ 売上原価  15,652,345

売上総利益  2,094,117

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,683,719

営業利益  410,397

Ⅳ 営業外収益  56,553

Ⅴ 営業外費用  24,435

経常利益  442,515

Ⅵ 特別利益  10,706

Ⅶ 特別損失  2,174

税金等調整前四半期純利益  451,047

税金費用  221,026

少数株主利益  69,926

四半期純利益  160,095



 （１）受注・売上高・受注残高内訳表 

①受注高 

（単位：千円） 

  

②売上高 

（単位：千円） 

  

③受注残高 

（単位：千円） 

  

（注）当連結企業集団では土木建築コンサルティング全般等事業は受注生産を行っておりませんので、同事業

については受注高及び受注残高の記載を省略しております。 

    

  

６．その他の情報 

項  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）

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）

 建設事業  16,574,691  17,667,376

 建設資材販売事業  306,023  1,294,436

 土木建築コンサルティング 

全般等事業 
 －  －

合  計  16,880,715  18,961,813

項  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）

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）

 建設事業  17,035,316  19,366,242

 建設資材販売事業  656,787  916,445

 土木建築コンサルティング 

全般等事業 
 54,357  47,790

合  計  17,746,462  20,330,478

項  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）

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）

 建設事業  8,136,204  6,060,233

 建設資材販売事業  6,812  377,991

 土木建築コンサルティング 

全般等事業 
 －  －

合  計  8,143,016  6,438,224


	㈱テノックス（1905）平成21年３月期　第３四半期決算短信: ㈱テノックス（1905）平成21年３月期　第３四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -


