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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 13,376 △14.0 343 3.1 231 1.5 113 △19.2
21年3月期第3四半期 15,561 ― 333 ― 227 ― 140 ―

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 2.36 ―
21年3月期第3四半期 2.92 ―

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

22年3月期第3四半期 19,237 7,934 41.2 165.05
21年3月期 19,990 7,797 38.9 161.86

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  7,926百万円 21年3月期  7,779百万円

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
22年3月期 ― ― ―
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  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 20,000 △1.3 440 13.2 425 63.6 200 58.4 4.15
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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）  無  

[(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) 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、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。] 

(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 
連結業績予想は、本資料の発表日現在に入手可能な情報に基づいております。従いまして今後の国内外 
の経済情勢や予測不可能な要素等により、実際の業績は現在予測している数値と大幅に異なる可能性が 
あります。 

新規 ―社 （社名 ） 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 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 48,253,094株 21年3月期 48,253,094株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 230,923株 21年3月期 190,555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 48,053,325株 21年3月期第3四半期 48,077,245株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気回復の兆しが見られるものの、米国金融
不安に端を発した世界的規模の景況悪化のなか、企業収益の低迷や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など
依然として厳しい状況で推移しました。 
 建設業界及び合成樹脂加工品業界におきましては、需要の低迷と販売競争の激化等により引き続き厳し
い状況が続いております。 
 当社グループはこのような状況の下、営業力の強化と積極的な販売活動に努めてまいりましたが、当第
３四半期連結累計期間の売上高は、133億76百万円（前年同期比14.0％減）にとどまりました。損益面に
つきましては、当第３四半期連結累計期間において、引き続き徹底したコストダウン及び諸経費の削減な
どの諸施策を実施してまいりました結果、営業利益は３億43百万円（前年同期比3.1%増）、経常利益は２
億31百万円(前年同期比1.5%増)となりましたが、前第３四半期連結累計期間に計上した土地売却益の臨時
的な取引がなかった結果、四半期純利益は１億13百万円（前年同期比19.2%減)となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より７億52百万円減少し、192億37百万
円となりました。その主な原因といたしましては、現金及び預金が７億62百万円増加しましたが、受取手
形及び売掛金が４億66百万円、商品及び製品が６億34百万円減少したことによるものです。 
 負債の部では、前連結会計年度末より８億90百万円減少し、113億３百万円となりました。その主な原
因といたしましては、支払手形及び買掛金が３億77百万円、長期借入金２億66百万円、長期預り保証金が
２億37百万円減少したことによるものです。 
 純資産の部では、前連結会計年度末より１億37百万円増加し、79億34百万円となりました。その主な原
因といたしましては、利益剰余金が１億13百万円増加したことによるものです。 
  
  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はご
ざいません。 

  

【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
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該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 

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貸倒見積高を算定しておりま

す。 

②たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連

結会計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する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 

定率法を採用している資産については、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

する方法によっております。 

④重要性が乏しい連結会社の税金費用の計算 

重要性の乏しい連結会社の税金費用については、前連結会計年度の税効果会計適用後の法人税等

の負担率を算定し、税引前四半期純利益に当該負担率を乗じて計算しております。 

⑤連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

 連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わな

いで債権と債務を相殺消去しております。 

 連結会社相互間の取引の相殺消去 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法

により相殺消去しております。 

  

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
   該当事項はありません。 

  

①完成工事高及び完成工事原価の認識基準 
 請負工事に係る収益の計上基準は、従来、一部の連結子会社において工事完成基準を適用してお
りましたが、「工事契約関する会計基準」（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、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連
結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工
事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりま
す。 
 これによる当第３四半期連結累計期間の売上高及び損益に与える影響はありません。 

  

②四半期連結損益計算書関係 
 前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取利息」は明瞭
性の観点により、当第３四半期連結累計期間より区分掲記することとしております。なお、前第３
四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取利息」は、０百万円であります。

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
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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 3,152 2,389

受取手形及び売掛金 4,906 5,372

商品及び製品 2,266 2,901

仕掛品 120 62

原材料及び貯蔵品 604 574

その他 509 672

貸倒引当金 △21 △17

流動資産合計 11,537 11,954

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,587 9,584

機械装置及び運搬具 9,953 10,159

工具、器具及び備品 3,505 3,485

土地 2,434 2,434

建設仮勘定 25 96

リース資産 166 －

減価償却累計額 △19,211 △18,941

有形固定資産合計 6,460 6,818

無形固定資産   

その他 166 109

無形固定資産合計 166 109

投資その他の資産   

投資有価証券 361 337

その他 751 819

貸倒引当金 △39 △48

投資その他の資産合計 1,074 1,108

固定資産合計 7,700 8,035

資産合計 19,237 19,990
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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 3,337 3,714

短期借入金 3,089 3,007

未払法人税等 36 44

賞与引当金 75 172

その他 1,385 1,446

流動負債合計 7,924 8,385

固定負債   

長期借入金 1,392 1,659

長期預り保証金 1,600 1,838

引当金 97 112

その他 287 197

固定負債合計 3,378 3,807

負債合計 11,303 12,193

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,007 5,007

資本剰余金 4,120 4,120

利益剰余金 △1,071 △1,184

自己株式 △32 △28

株主資本合計 8,024 7,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17 △17

為替換算調整勘定 △116 △117

評価・換算差額等合計 △98 △135

少数株主持分 8 17

純資産合計 7,934 7,797

負債純資産合計 19,237 19,990
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(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 15,561 13,376

売上原価 10,926 9,010

売上総利益 4,634 4,365

販売費及び一般管理費合計 4,300 4,021

営業利益 333 343

営業外収益   

受取利息 － 1

受取配当金 10 10

不動産賃貸料 49 55

その他 17 12

営業外収益合計 77 80

営業外費用   

支払利息 81 79

退職給付費用 66 66

為替差損 25 25

その他 9 20

営業外費用合計 183 192

経常利益 227 231

特別利益   

固定資産売却益 178 0

貸倒引当金戻入額 － 0

完成工事補償引当金戻入額 － 1

特別利益合計 178 2

特別損失   

固定資産売却損 43 －

固定資産除却損 9 17

投資有価証券評価損 － 35

産廃処理費用 － 0

その他 8 －

特別損失合計 62 52

税金等調整前四半期純利益 344 180

法人税、住民税及び事業税 130 26

法人税等調整額 65 40

法人税等合計 196 67

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △0

四半期純利益 140 113
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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。 

(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

(5)重要な後発事象
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