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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 7,304 ― 557 ― 459 ― 106 ―
20年3月期第3四半期 4,131 6.8 420 88.9 395 109.4 247 △36.6

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 2.81 ―
20年3月期第3四半期 6.53 ―

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 21,257 6,655 31.3 179.09
20年3月期 21,901 7,152 32.7 189.21

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,655百万円 20年3月期  7,152百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 5.00

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 11,500 30.9 850 △13.2 790 △7.8 470 △15.8 12.53

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）  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。  

(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.当資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等に
より、上記数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、２ページの【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.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、「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 1 社 （社名 アイアイダブリュー・タイ・カンパニー・リミテッド ） 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 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  37,840,000株 20年3月期  37,840,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  675,209株 20年3月期  35,108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  37,704,396株 20年3月期第3四半期  37,807,255株



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３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機による世界経済の減速、円高、

株安等の影響を大きく受け、企業収益が減少し、設備投資や個人消費が落ち込むなど、景気の悪化

が鮮明になりました。

　このような状況のもとで、当社グループは、平成18年４月にスタートした三ヵ年経営計画の最終

年度として、目標の完遂を目指してグループ一丸となって諸施策に取り組んでまいりました。

　鉄構事業は、当社グループの主要顧客先である石油、電力、ガス業界及び重化学工業界における

設備投資が企業収益の減少等から減速感が見られ、国内においては一段と受注競争が激化するなか、

全力で受注の確保に努めました。また、海外では東南アジアを中心に積極的な営業活動を展開いた

しました。その結果、受注は堅調に推移しましたが、売上は完工時期のずれ込み等により計画を下

回りました。

　不動産事業は、安定賃貸収入に支えられて順調に推移し、ガス事業も、各種ガス類の出荷量が堅

調に推移するなど、計画通りの業績となりました。

　以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高73億４百万円、営業利益５億57百万円、経

常利益４億59百万円、四半期純利益１億６百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報
　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ６億43百万円減少し、212億57

百万円となりました。主な減少要因は、市場価格低下に伴う投資有価証券の減少などによるもので

あります。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億46百万円減少し、146億１百万円となりました。主な減

少要因は、仕入債務の減少などによるものであります。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億97百万円減少し、66億55百万円となりました。主な

内訳は、配当金の支払１億89百万円及びその他有価証券評価差額金の減少２億88百万円などであり

ます。

　自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.4ポイント減少し、31.3％となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報
　今後の見通しにつきましては、原材料価格や為替、株価の動向など、先行き不透明な懸念材料は

ありますが、当社グループの平成21年３月期の業績には多大な影響はなく、国内外の鉄構事業の工

事は計画通り完工するものと予想しております。

　業績予想（平成20年11月14日発表）に変更はありません。
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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）

第１四半期連結会計期間より、前連結会計年度まで非連結子会社でありましたアイアイダブ

リュー・タイ・カンパニー・リミテッドを重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

　

（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　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  製品及び原材料については、従来、移動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、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）により算定しております。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利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（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適用し、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。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利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 2,116,887 1,489,517 

受取手形及び売掛金（純額） 2,729,409 3,185,673 

有価証券 1,150 1,115 

製品 337 48 

原材料 33,431 12,793 

仕掛品 4,411,895 4,136,480 

未収消費税等 － 228,984 

その他 136,876 165,508 

流動資産合計 9,429,988 9,220,122 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,784,414 7,975,784 

その他（純額） 2,028,571 2,028,500 

有形固定資産合計 9,812,985 10,004,285 

無形固定資産 18,450 19,390 

投資その他の資産 1,996,083 2,657,653 

固定資産合計 11,827,519 12,681,328 

資産合計 21,257,508 21,901,450 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,149,857 2,595,412 

短期借入金 2,413,880 2,217,616 

1年内返済予定の長期借入金 250,000 250,000 

未払法人税等 5,452 74,635 

前受金 1,995,253 1,278,476 

引当金 72,916 89,795 

その他 204,474 119,050 

流動負債合計 7,091,833 6,624,986 

固定負債   

長期借入金 1,625,000 1,812,500 

繰延税金負債 1,032,380 1,187,734 

退職給付引当金 566,333 706,731 

役員退職慰労引当金 149,460 178,310 

仕掛工事損失引当金 264,261 264,261 

長期預り保証金 3,864,812 3,973,953 

その他 7,507 － 

固定負債合計 7,509,755 8,123,490 

負債合計 14,601,589 14,748,477 



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,892,000 1,892,000 

資本剰余金 1,390,995 1,390,995 

利益剰余金 3,278,290 3,364,427 

自己株式 △110,454 △7,234 

株主資本合計 6,450,831 6,640,189 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 224,507 513,275 

為替換算調整勘定 △20,938 △491 

評価・換算差額等合計 203,568 512,784 

少数株主持分 1,518 － 

純資産合計 6,655,919 7,152,973 

負債純資産合計 21,257,508 21,901,450 



（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 7,304,829 

売上原価 6,024,216 

売上総利益 1,280,612 

販売費及び一般管理費 723,010 

営業利益 557,602 

営業外収益  

受取利息及び配当金 41,175 

受取賃貸料 16,759 

その他 24,427 

営業外収益合計 82,363 

営業外費用  

支払利息 76,323 

支払手数料 19,160 

為替差損 83,551 

その他 1,199 

営業外費用合計 180,235 

経常利益 459,729 

特別利益  

投資有価証券売却益 47,364 

特別利益合計 47,364 

特別損失  

固定資産除却損 5,098 

投資有価証券売却損 26,016 

投資有価証券評価損 136,899 

特別損失合計 168,015 

税金等調整前四半期純利益 339,079 

法人税、住民税及び事業税 177,432 

法人税等調整額 61,689 

法人税等合計 239,121 

少数株主損失（△） △6,159 

四半期純利益 106,116 



（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利益 339,079 

減価償却費 222,233 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,698 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △140,397 

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,421 

その他の引当金の増減額（△は減少） △16,307 

受取利息及び受取配当金 △41,175 

支払利息 76,323 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △21,348 

投資有価証券評価損益（△は益） 136,899 

売上債権の増減額（△は増加） 433,910 

たな卸資産の増減額（△は増加） △314,433 

仕入債務の増減額（△は減少） △435,540 

前受金の増減額（△は減少） 741,363 

その他 216,349 

小計 1,176,232 

利息及び配当金の受取額 41,175 

利息の支払額 △76,323 

法人税等の支払額 △233,503 

営業活動によるキャッシュ・フロー 907,581 

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 △32,718 

投資有価証券の取得による支出 △103,701 

投資有価証券の売却による収入 162,698 

その他 △16,173 

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,105 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △103,220 

短期借入金の純増減額（△は減少） 219,040 

長期借入金の返済による支出 △187,500 

配当金の支払額 △189,024 

その他 7,507 

財務活動によるキャッシュ・フロー △253,196 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △65,465 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 599,024 

現金及び現金同等物の期首残高 1,490,633 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 28,381 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,118,038 



　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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）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）

 
鉄構事業
（千円）

不動産事業
（千円）

ガス事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高 6,005,067 981,336 318,424 7,304,829 ― 7,304,829

営業損益（△は損失） △90,972 667,220 6,002 582,249 △24,647 557,602

〔所在地別セグメント情報〕

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）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

〔海外売上高〕

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）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成20年11月17日の取締役会において、自己株式の取得を行うことを決議し、普通株式636千株の取得

を行いました。これにより、当第３四半期連結会計期間において自己株式が１億２百万円増加しております。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

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 4,131,078

Ⅱ　売上原価 3,008,848

売上総利益 1,122,230

Ⅲ　販売費及び一般管理費 702,213

営業利益 420,017

Ⅳ　営業外収益  

１.受取利息・配当金 36,008

２.その他 34,049

Ⅴ　営業外費用  

１.支払利息 61,437

２.その他 33,548

経常利益 395,089

Ⅵ　特別利益 28,133

Ⅶ　特別損失 4,430

税金等調整前四半期純利益 418,792

税金費用 171,634

四半期純利益 247,158

（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

四半期セグメント別売上高　前年同四半期（平成20年３月期第３四半期）

鉄構事業
（千円）

不動産事業
（千円）

ガス事業
（千円）

計（千円）

平成20年３月期第３四半期 2,728,869 979,132 423,077 4,131,078

－ 2 －
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