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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第3四半期 4,819 △15.8 145 △40.2 135 △42.3 80 △21.1
21年3月期第3四半期 5,724 ― 243 ― 235 ― 102 ―

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

22年3月期第3四半期 5.64 ―
21年3月期第3四半期 7.12 ―

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

22年3月期第3四半期 15,455 13,670 88.4 959.84
21年3月期 15,608 13,872 88.9 963.52

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  13,670百万円 21年3月期  13,872百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ― 7.50 ―
22年3月期 

（予想）
7.50 15.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 6,900 △11.7 317 △6.5 300 △7.5 180 13.9 12.58
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 14,400,000株 21年3月期  14,400,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  158,000株 21年3月期  2,000株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 14,324,821株 21年3月期第3四半期 14,398,533株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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であると判断する一定の範囲に基づいており、
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。 
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当第３四半期累計期間における国内経済は、金融危機に端を発した世界経済の収縮が景気浮揚策の効果
も現れ、一部に持ち直しの兆しが見え始めてまいりました。しかしながら企業収益の低迷は依然として続
いており設備投資の抑制や雇用環境の悪化、個人消費の低迷等総じて厳しい状況で推移しました。 
こうした状況から当建設関連業界におきましても新規建設着工件数が大幅に減少するなど、市場の縮小

から需要環境の悪化を背景に依然として厳しい状況が続きました。その結果、売上高は48億19百万円(前
年同四半期比15.8％減)となりました。製品分類別における状況は次のとおりであります。鋳鉄器材は外
構関連製品が堅調に推移したものの、ビル、マンション建築の減少により建築・設備資材が低迷し、16億
80百万円(同12.9％減)となりました。スチール機材は一部外構関連製品が堅調に推移しましたが設備投資
の減少が続き、土木、建築関連製品が減少し、10億57百万円(同11.7％減)となりました。製作金物は新規
建築需要が全般に減少していることにより、建築金物が低下し、18億19百万円(同14.3％減)となりまし
た。その他は公共土木需要向けの減少は続きましたが、建機向けはやや生産調整幅に改善がみられ、2億
62百万円(同44.6％減)となりました。 
利益につきましては、生産縮小に伴う操業度の低下もありますが、原材料価格は安定し、コスト低減も

進めてまいりました。しかしながら売上減少もあり売上総利益は16億43百万円(同11.8％減)となり、販売
費及び一般管理費につきましても経費削減に取り組んでまいりましたが、営業利益は1億45百万円(同
40.2％減)となりました。営業外収支につきましては売上の減少から売上割引が減少しました。その結
果、経常利益は1億35百万円(同42.3％減)、四半期純利益は80百万円(同21.1％減)となりました。  

  

当第３四半期会計期間末の財政状態は、総資産は前事業年度末に比べ1億52百万円減少し154億55百万円
となりました。  
流動資産は、前事業年度末に比べ11億43百万円減少し102億15百万円となりました。その主な要因は、

現金及び預金が2億3百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が売上高の減少により2億1百万円、有価
証券が１年以内償還予定の国債の減少により10億円それぞれ減少したこと等によるものであります。 
固定資産は、前事業年度末に比べ9億91百万円増加し52億39百万円となりました。その主な要因は、有

形固定資産が減価償却等により1億74百万円減少しましたが、投資その他の資産が１年超償還分の国債の
増加等により11億66百万円増加したこと等によるものであります。 
負債は、前事業年度末に比べ50百万円増加し17億85百万円となりました。その主な要因は、未払法人税

等が23百万円減少しましたが、買掛金が72百万円増加したこと等によるものであります。 
純資産は、前事業年度末に比べ2億2百万円減少し136億70百万円となりました。その主な要因は、自己

株式の取得が67百万円あったこと、配当金が2億14百万円あったこと等により利益剰余金が1億33百万円減
少したこと等によるものであります。 
キャッシュ・フローにつきましては、当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業

年度末より8億96百万円減少し8億49百万円となりました。  
営業活動の結果、得られた資金は6億92百万円(前年同四半期は2億円の収入)となりました。これは主

に、賞与引当金の減少が40百万円、受取利息及び受取配当金の計上が34百万円ありましたが、税引前四半
期純利益の計上が1億34百万円、減価償却費の計上が2億22百万円、売上債権の減少が2億1百万円、たな卸
資産の減少が1億18百万円、仕入債務の増加が72百万円あったこと等によるものであります。 
投資活動の結果、支出した資金は13億4百万円(前年同四半期は88百万円の支出)となりました。これは

主に、定期預金の払戻による収入が49億50百万円、有価証券の償還による収入が12億円ありましたが、定
期預金の預入による支出が62億円、投資有価証券の取得による支出が12億1百万円あったこと等によるも
のであります。 
財務活動の結果、支出した資金は2億85百万円(前年同四半期は2億19百万円の支出)となりました。これ

は主に、配当金の支払額が2億14百万円、自己株式の取得による支出が67百万円あったことによるもので
あります。 

  

今後の見通しにつきましては、建設着工や設備投資が減少しており、しばらく厳しい状況が続くものと
見込まれます。経済対策や外需主導による下支えはあるものの、内需全体については大幅な需要不足に伴
う販売競争の更なる激化も予想され、デフレ圧力による、企業収益の下振れも懸念されます。建設関連市
場は設備投資の調整圧力と公共投資が大幅な減少に転じる見込となり、市況は厳しいものと考えられま
す。原価管理と品質向上に努め、生産効率の改善とコストダウンを進めてまいります。また技術、製品開
発と市場開拓に注力し、業績改善に努めてまいります。 
これらの状況を踏まえ、通期の業績予想に関しましては、平成21年11月13日公表しました数値から変更

はありません。 
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生
状況に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタック
ス・プランニングを使用しております。  

該当事項はありません。 

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

法人税等の算定方法

(2) 四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,799,676 6,596,423

受取手形及び売掛金 1,317,437 1,518,929

有価証券 900,061 1,900,606

製品 672,617 714,641

仕掛品 100,422 77,876

原材料及び貯蔵品 356,956 455,519

その他 69,751 96,791

貸倒引当金 △924 △1,065

流動資産合計 10,215,999 11,359,724

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,735,723 1,735,723

その他（純額） 1,611,276 1,785,682

有形固定資産合計 3,346,999 3,521,405

無形固定資産 8,451 9,729

投資その他の資産   

投資有価証券 1,261,709 262,701

その他 638,304 470,586

貸倒引当金 △15,529 △15,529

投資その他の資産合計 1,884,485 717,758

固定資産合計 5,239,936 4,248,893

資産合計 15,455,935 15,608,617

負債の部   

流動負債   

買掛金 282,358 209,818

未払法人税等 42,848 66,439

賞与引当金 17,824 57,997

その他 226,102 187,860

流動負債合計 569,133 522,116

固定負債   

退職給付引当金 276,988 264,328

役員退職慰労引当金 357,643 350,540

その他 582,103 598,800

固定負債合計 1,216,735 1,213,670

負債合計 1,785,868 1,735,786
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,820,000 1,820,000

資本剰余金 1,320,000 1,320,000

利益剰余金 10,587,053 10,721,011

自己株式 △68,020 △940

株主資本合計 13,659,033 13,860,071

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,033 12,759

評価・換算差額等合計 11,033 12,759

純資産合計 13,670,066 13,872,830

負債純資産合計 15,455,935 15,608,617
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,724,373 4,819,721

売上原価 3,861,331 3,176,123

売上総利益 1,863,042 1,643,598

販売費及び一般管理費   

給料 461,348 472,081

賞与引当金繰入額 12,752 11,421

役員退職慰労引当金繰入額 13,560 11,602

退職給付費用 △4,419 11,390

運賃及び荷造費 372,794 316,239

貸倒引当金繰入額 4,626 －

その他 758,388 674,863

販売費及び一般管理費合計 1,619,051 1,497,599

営業利益 243,990 145,998

営業外収益   

受取利息 39,140 33,081

受取配当金 1,588 964

不動産賃貸料 － 13,086

その他 29,604 11,881

営業外収益合計 70,332 59,014

営業外費用   

支払利息 13,122 13,150

売上割引 59,400 51,209

その他 6,525 5,016

営業外費用合計 79,048 69,376

経常利益 235,275 135,637

特別利益   

投資有価証券売却益 93 －

貸倒引当金戻入額 － 141

特別利益合計 93 141

特別損失   

固定資産除却損 966 1,419

固定資産売却損 － 37

投資有価証券評価損 2,061 254

減損損失 25,795 －

特別損失合計 28,823 1,710

税引前四半期純利益 206,546 134,067

法人税、住民税及び事業税 58,036 51,550

法人税等調整額 46,031 1,674

法人税等合計 104,067 53,224

四半期純利益 102,478 80,842
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,040,768 1,786,616

売上原価 1,396,947 1,147,514

売上総利益 643,821 639,102

販売費及び一般管理費   

給料 154,161 156,350

賞与引当金繰入額 12,752 11,421

役員退職慰労引当金繰入額 4,470 3,591

退職給付費用 △1,473 3,796

運賃及び荷造費 132,219 111,631

貸倒引当金繰入額 3,015 94

その他 232,365 186,548

販売費及び一般管理費合計 537,511 473,434

営業利益 106,309 165,668

営業外収益   

受取利息 12,735 8,747

受取配当金 431 295

不動産賃貸料 4,354 4,366

その他 3,584 5,372

営業外収益合計 21,106 18,782

営業外費用   

支払利息 4,410 4,274

売上割引 20,666 18,113

その他 2,163 1,520

営業外費用合計 27,240 23,908

経常利益 100,175 160,542

特別利益   

投資有価証券売却益 93 －

特別利益合計 93 －

特別損失   

固定資産除却損 966 392

固定資産売却損 － 37

投資有価証券評価損 1,145 －

減損損失 25,778 －

特別損失合計 27,890 429

税引前四半期純利益 72,378 160,113

法人税、住民税及び事業税 9,200 41,797

法人税等調整額 33,800 20,597

法人税等合計 43,000 62,395

四半期純利益 29,378 97,718
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 206,546 134,067

減価償却費 276,922 222,550

減損損失 25,795 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,626 △141

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,780 12,659

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,360 7,102

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,813 △40,173

受取利息及び受取配当金 △40,728 △34,046

支払利息 13,122 13,150

有形固定資産売却損益（△は益） － 37

有形固定資産除却損 966 1,419

投資有価証券売却損益（△は益） △93 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,061 254

売上債権の増減額（△は増加） 188,541 201,491

たな卸資産の増減額（△は増加） △121,184 118,040

破産更生債権等の増減額（△は増加） △3,529 －

仕入債務の増減額（△は減少） △67,253 72,539

その他 37,752 14,243

小計 473,312 723,195

利息及び配当金の受取額 47,735 46,694

利息の支払額 △8,520 △8,675

法人税等の支払額 △311,694 △72,923

法人税等の還付額 － 4,511

営業活動によるキャッシュ・フロー 200,832 692,802

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,850,000 △6,200,000

定期預金の払戻による収入 4,650,000 4,950,000

有価証券の償還による収入 400,117 1,200,349

有形固定資産の取得による支出 △78,352 △49,975

有形固定資産の売却による収入 － 114

無形固定資産の取得による支出 △11,475 △483

投資有価証券の取得による支出 △200,191 △1,201,753

投資有価証券の売却による収入 234 －

その他 1,311 △2,795

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,354 △1,304,544

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △3,003 △3,003

自己株式の取得による支出 △308 △67,080

配当金の支払額 △216,029 △214,922

財務活動によるキャッシュ・フロー △219,340 △285,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △106,863 △896,747

現金及び現金同等物の期首残高 1,411,502 1,746,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,304,639 849,676
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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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