
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 橋本総業株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 7570 URL http://www.hat.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 橋本 政昭

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員会計グループ長 （氏名） 橋本 和夫 TEL 03-3665-9012
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 71,565 △12.5 335 △62.1 543 △31.0 279 △32.1

21年3月期第3四半期 81,766 0.6 884 △23.8 788 △43.2 411 △47.0

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 32.10 ―

21年3月期第3四半期 47.29 ―

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 48,679 9,457 19.4 1,087.25
21年3月期 41,405 9,178 22.2 1,055.18

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  9,457百万円 21年3月期  9,178百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 10.00 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 20.00

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  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 96,000 △9.9 700 △32.8 1,000 △19.1 540 12.3 62.08

- 1 -



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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る資料発表日現在における仮定を前提と
しております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 8,798,782株 21年3月期  8,798,782株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  100,622株 21年3月期  100,622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 8,698,160株 21年3月期第3四半期 8,698,415株
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気の底入れ気配は見られたものの、経済情勢は未だ厳しい

状況下で推移致しました。わが国建設業界は、民間住宅は住宅ローン減税の実施にもかかわらず回復の兆しが見え

ず、また民間非住宅についても、企業の収益回復が見込まれず、依然厳しい中で推移すると考えております。  

（建設経済研究所、富士経済資料より当社推定） 

  

このような経済状況のもと、連結ベースの売上高は 百万円（前年同四半期比△10.6％）、売上総利益は

百万円（同△10.5％）となりました。販売費及び一般管理費は 百万円（同△6.1％）で営業利益は 百

万円（同△36.8％）となりました。また、営業外損益は67百万円（前年同四半期は△223百万円）計上でき、経常

利益は 百万円（同＋98.9％）となりました。その結果、四半期純利益は 百万円（同＋263.0％）となりまし

た。 

平成22年３月期第１四半期及び第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期

第１四半期決算短信（平成21年８月７日開示）及び第２四半期決算短信（平成21年11月６日開示）をご参照くださ

い。  

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産額は 百万円となり、前連結会計年度末と比較し7,273百万円増加しま

した。主な要因は、手形ファクタリングの実行を減少させたことに伴う受取手形の増加によるものです。 

 負債総額は、 百万円となり、前連結会計年度末と比較し6,994百万円増加しました。主な要因は、資金調達

手段を手形ファクタリングから短期借入金にシフトしたことによるものです。 

 なお、自己資本比率は19.4％となり、前連結会計年度末と比較し2.8ポイント減少しました。 

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月28日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。  

  

 該当事項はありません。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと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貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

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

25,292

2,331 2,093 238

305 166

２．連結財政状態に関する定性的情報

48,679

39,222

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
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② 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関し、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計年度末

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。 

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り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定しております。 

④ 減損の兆候把握 

使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせる

ような意思決定がなされた場合又は経営環境の著しい悪化に該当する事象が発生した場合に減損の兆候がある

ものと判断しております。 

⑤ 繰延税金資産及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、または、一時差異等の

発生状況に著しい変化が認められた場合には、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・

プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

⑥ 税金費用の計算 

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。 

（表示方法の変更） 

前第３四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの貸付金については、「貸付けによ

る支出」及び「貸付金の回収による収入」として短期貸付金と長期貸付金の合計額を総額表示しておりました

が、当第３四半期連結累計期間では、キャッシュ・フローの状況をより明瞭に表示するため、短期貸付金につい

ては、「短期貸付金の増減額」として純額表示し、長期貸付金については総額表示する方法に変更しておりま

す。 

 なお、当第３四半期連結累計期間において従来どおり短期貸付金と長期貸付金の合計額を総額表示した場合に

は、「貸付けによる支出」は△2,878百万円、「貸付金の回収による収入」は1,979百万円であります。 

（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
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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：百万円）

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 1,265 1,745

受取手形及び売掛金 23,791 18,151

商品 4,498 4,194

繰延税金資産 469 469

その他 1,966 1,166

貸倒引当金 △431 △405

流動資産合計 31,559 25,320

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,145 4,124

減価償却累計額 △1,905 △1,824

建物及び構築物（純額） 2,240 2,299

機械装置及び運搬具 131 126

減価償却累計額 △106 △106

機械装置及び運搬具（純額） 24 20

土地 6,666 6,624

その他 293 282

減価償却累計額 △177 △150

その他（純額） 115 131

有形固定資産合計 9,047 9,076

無形固定資産   

のれん 0 0

その他 149 103

無形固定資産合計 149 103

投資その他の資産   

投資有価証券 3,701 2,953

長期貸付金 1,198 1,268

破産更生債権等 401 576

保険積立金 2,183 1,916

敷金及び保証金 550 546

その他 560 433

貸倒引当金 △673 △789

投資その他の資産合計 7,923 6,904

固定資産合計 17,119 16,085

資産合計 48,679 41,405
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（単位：百万円）

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 20,811 19,859

短期借入金 10,000 4,000

1年内返済予定の長期借入金 958 1,591

1年内償還予定の社債 － 100

未払法人税等 261 37

預り金 112 53

賞与引当金 111 238

その他 412 771

流動負債合計 32,668 26,650

固定負債   

長期借入金 3,735 2,944

繰延税金負債 939 790

再評価に係る繰延税金負債 457 457

退職給付引当金 478 468

役員退職慰労引当金 261 261

預り保証金 681 654

固定負債合計 6,553 5,576

負債合計 39,222 32,227

純資産の部   

株主資本   

資本金 542 542

資本剰余金 434 434

利益剰余金 8,361 8,299

自己株式 △106 △106

株主資本合計 9,231 9,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △41 △258

土地再評価差額金 266 266

評価・換算差額等合計 225 7

純資産合計 9,457 9,178

負債純資産合計 48,679 41,405

橋本総業㈱（７５７０）　　平成22年３月期第３四半期決算短信

- 6 -



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 81,766 71,565

売上原価 74,149 64,952

売上総利益 7,617 6,613

販売費及び一般管理費 6,733 6,278

営業利益 884 335

営業外収益   

受取利息 147 91

受取配当金 33 24

仕入割引 407 344

賃貸収入 225 214

その他 48 61

営業外収益合計 862 737

営業外費用   

支払利息 148 133

売上割引 224 196

持分法による投資損失 10 －

デリバティブ評価損 307 －

手形売却損 133 64

賃貸費用 68 69

貸倒引当金繰入額 － 18

その他 65 46

営業外費用合計 958 528

経常利益 788 543

特別利益   

持分変動利益 10 －

関係会社株式売却益 71 －

投資有価証券売却益 2 0

特別利益合計 84 0

特別損失   

減損損失 72 －

投資有価証券評価損 28 9

投資有価証券売却損 － 0

ゴルフ会員権評価損 10 －

損害賠償金 10 －

固定資産除却損 8 2

その他 － 0

特別損失合計 131 11

税金等調整前四半期純利益 741 532

法人税等 330 252

四半期純利益 411 279
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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

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

売上高 28,285 25,292

売上原価 25,679 22,960

売上総利益 2,605 2,331

販売費及び一般管理費 2,229 2,093

営業利益 376 238

営業外収益   

受取利息 50 30

受取配当金 11 7

仕入割引 132 116

賃貸収入 78 71

その他 12 9

営業外収益合計 285 234

営業外費用   

支払利息 45 42

売上割引 75 68

デリバティブ評価損 293 －

手形売却損 44 18

賃貸費用 23 22

その他 26 15

営業外費用合計 508 167

経常利益 153 305

特別利益   

持分変動利益 3 －

投資有価証券売却益 2 －

特別利益合計 5 －

特別損失   

投資有価証券評価損 28 2

ゴルフ会員権評価損 7 －

損害賠償金 10 －

固定資産除却損 8 1

その他 － 0

特別損失合計 55 4

税金等調整前四半期純利益 103 300

法人税等 57 134

四半期純利益 45 166

橋本総業㈱（７５７０）　　平成22年３月期第３四半期決算短信

- 8 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

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 741 532

減価償却費 104 139

減損損失 72 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13 9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13 52

賞与引当金の増減額（△は減少） △172 △126

受取利息及び受取配当金 △180 △116

支払利息 148 133

手形売却損 133 64

関係会社株式売却損益（△は益） △71 －

デリバティブ評価損益（△は益） 307 －

持分法による投資損益（△は益） 10 －

持分変動損益（△は益） △10 －

売上債権の増減額（△は増加） △4,519 △5,808

債権売却未収入金等の増減額（△は増加） 143 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 534 △303

仕入債務の増減額（△は減少） 407 893

その他 267 43

小計 △2,066 △4,486

利息及び配当金の受取額 181 104

利息の支払額 △287 △192

損害賠償金の支払額 △10 －

法人税等の支払額 △286 △67

法人税等の還付額 10 166

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,457 △4,474

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 － △110

有形固定資産の取得による支出 △166 △93

有形固定資産の売却による収入 150 －

投資有価証券の取得による支出 △793 △436

投資有価証券の売却による収入 256 46

保険積立金の積立による支出 △876 △309

保険積立金の解約による収入 116 50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

21 －

貸付けによる支出 △2,423 －

貸付金の回収による収入 2,281 －

短期貸付金の増減額（△は増加） － △968

長期貸付けによる支出 － △18

長期貸付金の回収による収入 － 86

その他 △43 △91

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,476 △1,845
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（単位：百万円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,200 6,000

長期借入れによる収入 600 1,500

長期借入金の返済による支出 △441 △1,342

社債の償還による支出 △450 △100

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △261 △216

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,646 5,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △288 △479

現金及び現金同等物の期首残高 1,425 1,745

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,137 1,265
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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