
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月5日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 株式会社 コンセック 上場取引所 JQ 
コード番号 9895 URL http://www.consec.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 佐々木 秀隆

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 原田 文栄 TEL 082-277-5451
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 5,546 △17.3 △316 ― △258 ― △332 ―

21年3月期第3四半期 6,704 ― △79 ― △100 ― △277 ―

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 △18.20 ―

21年3月期第3四半期 △15.17 ―

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 10,852 7,118 64.8 385.04
21年3月期 11,190 7,449 65.7 402.56

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,030百万円 21年3月期  7,351百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）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 7,610 △13.5 △319 ― △256 ― △352 ― △19.28



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、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。 

(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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
１．通期業績予想につきましては、平成21年７月31日に公表いたしました平成22年３月期通期業績予想を修正しております。 
２．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
値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は４ページを参照して下さい。 

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） 22年3月期第3四半期 18,640,112株 21年3月期  18,640,112株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  381,894株 21年3月期  379,701株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 18,258,946株 21年3月期第3四半期 18,262,798株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融不安を背景に為替の円高やデフレ傾向が続く

中、一部企業の業績は底を打ち反転回復がみられたものの、総体的には依然として需要回復は低水準にあり、雇用不

安から個人消費は低迷し、景気上昇の兆しは見えず依然として足踏み状態が続きました。土木建設業界におきまして

も、地価の下落に歯止めもかからず、新規住宅着工件数は減少傾向のままで、受注競争はますます激しくなり厳しい

環境のうちに推移しました。 

 このような中、当社グループの切削機具事業においては都市部の地震対策に使用される耐震化マンホール用消散弁

およびその他を取付ける設置専用コアドリルの販売を伸ばしましたが、土木・建設工事全体需要の減少が影響し、配

管用コアドリルや小型ワイヤーソーの販売が減少し、これに伴うダイヤモンドビットやブレード、ダイヤモンドワイ

ヤー等の切削消耗品の売上も減少しました。特殊工事事業では橋梁の解体・付替え工事や、学校・公共施設等の耐震

補強工事需要が全国的に広がり、耐震補強工事受注がやや回復してきましたが、市中ビル、マンション等の一般建設

需要や民間設備投資が大きく落ち、あと施工アンカー・ボンド等の一般工事の減少を補うには至りませんでした。建

設・生活関連品事業では景気の先行き不安が一層増大し、個人消費が冷え込み、建設・住宅関連商品の売上が低迷し

ました。工場設備関連事業では設備投資の抑制の影響を受け、買い控えや新規発注先送りが続き、配電盤・自動制御

盤の売上が減少しました。その他の事業では新施設デイサービスを付設した高齢者専用賃貸住宅等の開所により介護

事業は拡大しましたが、ＩＴ関連事業は民間設備投資低下の影響で売上は減少、後退となりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上55億46百万円(前年同期比17.3％減)、営業利益は△３億

16百万円（前年同期は△79百万円）、経常利益は△２億58百万円（前年同期は△１億円）となりました。また四半期

純利益は、△３億32百万円（前年同期は△２億77百万円）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あります。 

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

   （注）１．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。 

      ２．前連結会計年度において、事業の種類別セグメントを変更したため第１四半期連結累計期間より「工場

設備関連事業」を「その他の事業」から独立掲記しております。 

        なお、前年同期比較にあたっては前第３四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えて行っており

ます。 

  

 財政状態の変動状況  

 当第３四半期末における総資産は、前期末から３億38百万円減少し108億52百万円となりました。流動資産は、売

上高の減少および売上債権の回収に伴う受取手形及び売掛金の減少などにより３億48百万円減少し、44億53百万円と

なりました。固定資産は、大きな変動は無く10百万円増加し、63億99百万円となりました。負債は前期末から７百万

円減少し37億33百万円となりました。流動負債は、大きな変動は無く21百万円増加し26億94百万円となりました。固

定負債は、長期借入金の減少などにより28百万円減少し10億39百万円となりました。なお、有利子負債は前期末から

38百万円減の16億13百万円となりました。純資産は、第３四半期純損失などにより前期末から３億31百万円減少し71

億18百万円となりました。株主資本は、資本剰余金から５億42百万円を利益剰余金に振替えたため資本剰余金は同額

減少し34億23百万円に、利益剰余金は、２億10百万円増加し△３億38百万円となり株主資本合計は、第３四半期純損

失等の３億33百万円が減少となり71億21百万円となりました。  

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

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 2,179,109  32.5 1,867,412 33.7 △311,698 △14.3 

 特殊工事事業 1,051,956  15.7 877,005 15.8 △174,951 △16.6 

 建設・生活関連品事業 2,482,679  37.0 1,909,020 34.4 △573,658 △23.1 

 工場設備関連事業 476,981  7.1 403,164 7.3 △73,817 △15.5 

 その他の事業 513,040  7.7 489,455 8.8 △23,585 △4.6 

合    計 6,703,765  100.0 5,546,056 100.0 △1,157,708 △17.3 

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

 当第３四半期における業績の進捗を勘案し、平成22年３月期（連結・個別）の業績予想を修正いたしました。平成

22年２月５日付にて別途開示いたしました「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。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

会計処理基準に関する事項の変更 

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用しております。 

 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。 

  

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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,025,891 849,779

受取手形及び売掛金 2,070,326 2,385,780

有価証券 92,262 109,799

商品及び製品 932,160 997,333

仕掛品 45,381 43,974

原材料及び貯蔵品 184,096 187,565

その他 105,735 232,471

貸倒引当金 △3,165 △5,620

流動資産合計 4,452,687 4,801,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,936,771 3,934,749

減価償却累計額 △2,268,619 △2,212,022

建物及び構築物（純額） 1,668,151 1,722,727

土地 3,790,925 3,790,925

その他 1,016,003 1,191,331

減価償却累計額 △879,137 △1,038,155

その他（純額） 136,866 153,176

有形固定資産合計 5,595,942 5,666,828

無形固定資産   

のれん 38,678 26,795

その他 91,399 105,421

無形固定資産合計 130,077 132,217

投資その他の資産   

投資有価証券 357,727 337,193

その他 400,980 319,024

貸倒引当金 △85,803 △66,376

投資その他の資産合計 672,905 589,841

固定資産合計 6,398,924 6,388,885

資産合計 10,851,610 11,189,965



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,502,711 1,431,902

短期借入金 924,100 924,810

未払法人税等 29,519 30,479

賞与引当金 53,348 70,426

完成工事補償引当金 301 380

その他 184,480 215,745

流動負債合計 2,694,459 2,673,741

固定負債   

長期借入金 689,328 726,837

退職給付引当金 262,152 237,195

役員退職慰労引当金 54,137 46,429

その他 33,295 56,572

固定負債合計 1,038,912 1,067,033

負債合計 3,733,371 3,740,774

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,090,270 4,090,270

資本剰余金 3,423,064 3,965,370

利益剰余金 △338,060 △547,741

自己株式 △54,443 △54,205

株主資本合計 7,120,830 7,453,695

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △80,381 △92,711

為替換算調整勘定 △10,230 △10,018

評価・換算差額等合計 △90,611 △102,728

少数株主持分 88,020 98,224

純資産合計 7,118,239 7,449,191

負債純資産合計 10,851,610 11,189,965



（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）

前第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) 

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

売上高 6,703,765 5,546,056

売上原価 5,242,851 4,369,521

売上総利益 1,460,914 1,176,536

販売費及び一般管理費 1,539,897 1,492,239

営業損失（△） △78,983 △315,703

営業外収益   

受取利息 3,285 2,011

受取配当金 7,595 6,748

有価証券運用益 － 32,272

受取手数料 6,958 8,198

受取家賃 12,672 12,227

その他 16,234 16,286

営業外収益合計 46,744 77,742

営業外費用   

支払利息 11,843 13,124

有価証券運用損 37,102 －

為替差損 8,300 －

保険解約損 － 4,078

その他 10,160 2,562

営業外費用合計 67,405 19,764

経常損失（△） △99,644 △257,726

特別利益   

固定資産売却益 682 0

特別利益合計 682 0

特別損失   

固定資産売却損 164 －

固定資産除却損 248 6,911

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 6,911

税金等調整前四半期純損失（△） △393,472 △264,636

法人税、住民税及び事業税 35,824 25,747

法人税等調整額 △159,076 42,652

法人税等合計 △123,252 68,399

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,844 △790

四半期純損失（△） △277,064 △332,245



 該当事項はありません。 

  

前第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） 

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

 （注）前連結会計年度において、事業の種類別セグメントを変更したため第１四半期連結累計期間より「工場設備関連

事業」を「その他の事業」から独立掲記しております。なお、前第３四半期連結累計期間における「その他の事

業」に含まれる「工場設備関連事業」のセグメント情報は次のとおりであります。 

   売上高（１）外部顧客に対する売上高         476,981千円 

      （２）セグメント間の内部売上高又は振替高    14,517 

                計            491,498 

   営業利益                       20,959 

  

 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〕

  
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 

営業利益又は 

営業損失（△） 
15,159 82,565 43,051 22,434 163,209 △242,192 △78,983 

  
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） 

工場設備関連

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 
1,867,412  877,005  1,909,020  403,164  489,455  5,546,056  －  5,546,056

(２)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 －  －  22,719  6,050  1,505  30,274  △30,274  －

計  1,867,412  877,005  1,931,739  409,214  490,961  5,576,330  △30,274  5,546,056

 営業利益又は 

 営業損失(△) 
 △18,656  38,762  △35,356  △9,721  △34,940  △59,910  △255,793  △315,703

（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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