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1.  平成22年9月期第3四半期の連結業績（平成21年9月21日～平成22年6月20日） 

（注）第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりま
せん。 

(2) 連結財政状態 

（注）第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については記載しておりません。 
 

(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9月期第3四半期 9,717 ― 1,224 ― 1,230 ― 649 ―

21年9月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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9月期第3四半期 260.48 260.25
21年9月期第3四半期 ― ―

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9月期第3四半期 13,824 9,754 70.6 3,905.32
21年9月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年9月期第3四半期  9,754百万円 21年9月期  ―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  

22年９月期（予想）の１株当たり配当金については、株式分割を考慮しない額を記載しております。 
詳しくは、２ページ「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。 

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9月期 ― 0.00 ― 22.50 22.50
22年9月期 ― 0.00 ―

22年9月期 
（予想）

45.00 45.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年9月21日～平成22年9月20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  
第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載しておりません。 
22年９月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、株式分割を考慮しない額を記載しております。 
詳しくは、２ページ「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。 

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 12,400 ― 1,412 ― 1,420 ― 744 ― 298.90
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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）当社は、第１四半期連結会計期間よりマグネ株式会社及び株式会社サングリーンを連結子会社とし、連結決算による開示に変更しております。 
   当第３四半期連結会計期間において、子会社化した株式会社サングリーンを吸収合併いたしました。 
   なお、マグネ株式会社及び株式会社サングリーンは開示府令第19条第10項に規定する特定子会社に該当いたしません。 

(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） 

(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．当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前期、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率
等については記載しておりません。 
２．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前提に基づいてお
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、４ページ【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ください。 
３．株式分割について、当社は、平成22年４月26日開催の取締役会において、平成22年９月21日を効力発生日（平成22年９月20日を基準日）として、普通
株式１株につき２株の割合で株式分割することを決議しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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9月期第3四半期 2,497,880株 21年9月期  2,491,880株

② 期末自己株式数 22年9月期第3四半期  25株 21年9月期  25株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第3四半期 2,492,812株 21年9月期第3四半期 2,488,868株
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  当第３四半期連結累計期間における世界経済を概括しますと、力強い成長を続けてきた中国が、人民元相場の

弾力運用により、今後は安定成長が期待されております。また、米国ではリーマン・ショックからの緩やかな景

気回復が続いていると思われますが、住宅着工、雇用等一部に先行き不安を示す経済指標もあります。一方、欧

州ではギリシャ危機に端を発した信用不安がくすぶり続け、景気の先行きには不透明感があります。 

 我が国経済におきましては、旺盛な外需を背景に生産の増加や設備投資の持ち直しが、雇用・所得環境の改善に

つながり、景気回復の足取りはしっかりしてきたものと思われます。しかし、需要刺激策により支えられている国

内消費の先行き不安、世界経済の先行き不安、円高不安などの不安要素もあり、景気の先行きを決して楽観できな

いのが実態です。 

  このようななか、過去最大規模と言われる新年度予算にあっても公共事業費は大幅に減少し、地域経済への悪影

響は避けられず、当社の主事業である環境資材事業にも少なからず影響があります。当社グループではこれらにい

ち早く対応し、河川護岸材や落石防止ネット等の環境保護・防災工事関連製品の販売を強化することで業績の拡大

を図ってまいりました。また、昨年10月に100%子会社化した、耐震補強をはじめとする建築・土木構造物の維持補

強・補修工事の材料である多機能ポリマーセメントモルタル製造・販売のマグネ株式会社の業績は順調に推移いた

しました。 

  また、産業資材事業では、自動車産業におけるエコカー減税及びエコカー補助金といった財政出動により国内販

売は回復し、新興国向けの輸出も堅調で、引き続き需要の回復が見られました。  

  当社グループではこのような情勢のなか、営業面においてはグループの総力を挙げ、環境保護製品分野及び防災

工事関連製品分野の新規案件の発掘、継続案件の確実な成約による売上高の確保に努めてまいりました。また、収

益面では徹底した生産性改善及び経費の削減を行い利益確保に努めてまいりました。 

    この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,717百万円となりました。利益面におきましては、営業利益

は1,224百万円、経常利益は1,230百万円、四半期純利益は649百万円となりました。  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（環境資材事業） 

  環境資材事業では、厳しい経営環境が続く中にあっても、「防災・減災」、「補修・補強」、「自然環境」のニ

ーズに応える当社グループの製品は市場から一定の評価を受けており、売上高は8,584百万円、営業利益は1,441百

万円となりました。 

（産業資材事業） 

  産業資材事業では、売上高は1,132百万円でありましたが、昨年9月の鯖江工場閉鎖に伴う生産拠点の集約化等の

徹底的な効率化が奏功し営業利益は131百万円となりました。  

  

（注）第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間との比

較・分析は行っておりません。  

   

（1）資産、負債及び純資産の状況  

  ①資産 

        当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、13,824百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金

2,927百万円、受取手形及び売掛金4,843百万円、有形固定資産2,949百万円であります。 

   ②負債 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、4,069百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び

買掛金2,049百万円、未払金380百万円、役員退職慰労引当金612百万円であります。 

   ③純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、9,754百万円となりました。その主な内訳は、利益剰余金

7,743百万円であります。 

  

（注）第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末の記載等は行って

おりません。  

  

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
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 （2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,884百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、782百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利

益1,219百万円、減価償却費276百万円、仕入債務の増加額84百万円等の収入と、売上債権の増加額275百万円、法

人税等の支払額586百万円等の支出によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、672百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入850

百万円等の収入と、定期預金の預入による支出743百万円、有形固定資産の取得による支出153百万円、投資有価証

券の取得による支出154百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出461百万円等の支出によるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、152百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出

104百万円、配当金の支払額55百万円等の支出によるものであります。 

  

（注）第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間との比

較・分析は行っておりません。  

  

 当第３四半期連結累計期間の連結業績は、概ね予定どおりに推移しており、平成22年４月26日に発表しました業績

予想に修正はありません。  

  

該当事項はありません。 

（注）当社は、第１四半期連結会計期間よりマグネ株式会社及び株式会社サングリーンを連結子会社とし、連結

決算による開示に変更しております。 

   当第３四半期連結会計期間において、子会社化した株式会社サングリーンを吸収合併いたしました。 

   なお、マグネ株式会社及び株式会社サングリーンは開示府令第19条第10項に規定する特定子会社に該当い

たしません。  

   

① 簡便な会計処理 

・棚卸資産の評価方法 

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

実地棚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。 

 また、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可能価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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。 

 また、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に著しい変化がなく、

かつ、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、前事業年度決算において使用した将来

の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法により算定しております。なお、前事業年度以降に経営

環境等に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められる場合には、前事業年

度決算において使用した将来の業績予想やタックス・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。 

  

② 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。 

   

  該当事項はありません。 

   

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
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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22年６月20日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,927,910

受取手形及び売掛金 4,843,795

商品及び製品 965,488

仕掛品 185,654

原材料及び貯蔵品 488,246

繰延税金資産 243,873

その他 54,182

貸倒引当金 △19,436

流動資産合計 9,689,715

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 2,823,993

減価償却累計額 △1,730,661

建物及び構築物（純額） 1,093,332

機械装置及び運搬具 2,103,466

減価償却累計額 △1,739,290

機械装置及び運搬具（純額） 364,176

土地 1,354,120

建設仮勘定 19,545

その他 839,457

減価償却累計額 △721,377

その他（純額） 118,080

有形固定資産合計 2,949,254

無形固定資産  

ソフトウエア 74,647

のれん 254,734

その他 22,640

無形固定資産合計 352,021

投資その他の資産  

投資有価証券 331,417

繰延税金資産 364,010

その他 188,922

貸倒引当金 △50,593

投資その他の資産合計 833,755

固定資産合計 4,135,031

資産合計 13,824,747
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月20日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 2,049,127

未払金 380,607

未払法人税等 309,069

賞与引当金 366,378

設備関係支払手形 49,019

その他 109,611

流動負債合計 3,263,813

固定負債  

役員退職慰労引当金 612,068

退職給付引当金 193,947

固定負債合計 806,016

負債合計 4,069,829

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,030,087

資本剰余金 989,715

利益剰余金 7,743,501

自己株式 △34

株主資本合計 9,763,268

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △8,351

評価・換算差額等合計 △8,351

純資産合計 9,754,917

負債純資産合計 13,824,747
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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：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成22年６月20日) 

売上高 9,717,412

売上原価 5,725,129

売上総利益 3,992,283

販売費及び一般管理費 2,768,245

営業利益 1,224,038

営業外収益  

受取利息 4,793

受取配当金 1,263

その他 4,111

営業外収益合計 10,168

営業外費用  

支払利息 13

為替差損 2,448

減価償却費 1,599

その他 24

営業外費用合計 4,086

経常利益 1,230,120

特別利益  

固定資産売却益 11

特別利益合計 11

特別損失  

固定資産売却損 100

固定資産除却損 9,540

ゴルフ会員権評価損 650

特別損失合計 10,290

税金等調整前四半期純利益 1,219,840

法人税、住民税及び事業税 560,671

法人税等調整額 9,846

法人税等合計 570,517

四半期純利益 649,323
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（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21年９月21日 
 至 平成22年６月20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 1,219,840

減価償却費 276,591

長期前払費用償却額 567

のれん償却額 30,992

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,682

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,902

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,838

賞与引当金の増減額（△は減少） 64,642

受取利息及び受取配当金 △6,057

支払利息 13

為替差損益（△は益） 2,448

有形固定資産売却損益（△は益） 89

有形固定資産除却損 9,540

売上債権の増減額（△は増加） △275,214

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,764

仕入債務の増減額（△は減少） 84,584

その他 △12,376

小計 1,364,152

利息及び配当金の受取額 4,917

利息の支払額 △20

法人税等の支払額 △586,151

営業活動によるキャッシュ・フロー 782,898

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 △743,153

定期預金の払戻による収入 850,000

有形固定資産の取得による支出 △153,941

有形固定資産の売却による収入 2,568

無形固定資産の取得による支出 △13,350

投資有価証券の取得による支出 △154,932

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△461,796

保険積立金の積立による支出 △1,935

貸付金の回収による収入 4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △672,540

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △104,825

新株予約権の行使による株式の発行による収入 8,220

配当金の支払額 △55,904

財務活動によるキャッシュ・フロー △152,509

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △44,599

現金及び現金同等物の期首残高 1,929,356

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,884,757
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 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年９月21日 至平成22年６月20日） 

（注）１．事業区分の方法 

      事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主要な製品 

    （1） 環境資材事業・・・盛土補強材、土木シート、接着アンカー、海洋汚濁防止膜、オイルフェンス、 

                暗渠排水材、多機能特殊ポリマーセメントモルタル、植生製品、間伐材製品 

    （2） 産業資材事業・・・細巾織物二次製品、精密機器洗浄用ワイピングクロス、不織布   

   

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年９月21日 至平成22年６月20日）において、本邦以外の国又は地域に

所在する連結子会社及び重要な支店がないため、該当事項はありません。  

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年９月21日 至平成22年６月20日）において、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。 

  

  

 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〕

  
環境資材事業
（千円）  

産業資材事業
（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  8,584,743  1,132,669  9,717,412  －  9,717,412

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 200  105,852  106,052  (106,052)  －

  計  8,584,943  1,238,521  9,823,465  (106,052)  9,717,412

 営業利益  1,441,607  131,380  1,572,988  (348,950)  1,224,038

〔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
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【参考資料】 
前事業年度末及び前第３四半期累計期間に係る財務諸表 
 （1）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月20日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,929,356

受取手形及び売掛金 4,455,313

商品及び製品 973,204

仕掛品 165,320

原材料及び貯蔵品 434,767

繰延税金資産 223,796

その他 48,024

貸倒引当金 △18,914

流動資産合計 9,210,868

固定資産  

有形固定資産  

建物 2,512,636

減価償却累計額 △1,476,496

建物（純額） 1,036,140

構築物 213,067

減価償却累計額 △163,976

構築物（純額） 49,090

機械及び装置 1,981,240

減価償却累計額 △1,595,789

機械及び装置（純額） 385,450

車両運搬具 24,282

減価償却累計額 △20,532

車両運搬具（純額） 3,750

工具、器具及び備品 761,184

減価償却累計額 △631,947

工具、器具及び備品（純額） 129,237

土地 1,351,989

建設仮勘定 1,102

有形固定資産合計 2,956,762

無形固定資産  

ソフトウエア 83,789

その他 13,695

無形固定資産合計 97,484

投資その他の資産  

投資有価証券 182,983

繰延税金資産 356,008

その他 190,586

貸倒引当金 △52,900

投資その他の資産合計 676,678

固定資産合計 3,730,925

資産合計 12,941,793
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（単位：千円）

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月20日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 1,895,016

1年内返済予定の長期借入金 12,500

未払金 361,092

未払法人税等 321,633

賞与引当金 288,650

設備関係支払手形 11,178

その他 104,345

流動負債合計 2,994,416

固定負債  

役員退職慰労引当金 608,970

退職給付引当金 181,109

固定負債合計 790,080

負債合計 3,784,496

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,025,977

資本剰余金 985,605

利益剰余金 7,150,244

自己株式 △34

株主資本合計 9,161,792

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △4,495

評価・換算差額等合計 △4,495

純資産合計 9,157,297

負債純資産合計 12,941,793
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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９月21日 
 至 平成21年６月20日) 

売上高 8,641,665

売上原価 5,330,162

売上総利益 3,311,502

販売費及び一般管理費 2,618,195

営業利益 693,307

営業外収益  

受取利息 5,081

受取配当金 782

その他 5,159

営業外収益合計 11,022

営業外費用  

支払利息 150

為替差損 2,214

その他 332

営業外費用合計 2,697

経常利益 701,632

特別利益  

違約金収入 50,000

その他 2,949

特別利益合計 52,949

特別損失  

固定資産売却損 1,533

固定資産除却損 9,476

減損損失 77,153

その他 2,082

特別損失合計 90,247

税引前四半期純利益 664,335

法人税、住民税及び事業税 340,881

法人税等調整額 △12,250

法人税等合計 328,630

四半期純利益 335,704
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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９月21日 
 至 平成21年６月20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 664,335

減価償却費 321,605

長期前払費用償却額 960

減損損失 77,153

貸倒引当金の増減額（△は減少） 47,515

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,154

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,424

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,692

受取利息及び受取配当金 △5,863

支払利息 150

為替差損益（△は益） 2,000

違約金収入 △50,000

有形固定資産売却損益（△は益） 1,533

有形固定資産除却損 9,476

投資有価証券売却損益（△は益） △237

投資有価証券評価損益（△は益） 999

売上債権の増減額（△は増加） △54,224

たな卸資産の増減額（△は増加） 170,530

仕入債務の増減額（△は減少） △18,457

その他 △51,455

小計 1,094,986

利息及び配当金の受取額 4,354

利息の支払額 △162

違約金の受取額 50,000

法人税等の支払額 △351,323

営業活動によるキャッシュ・フロー 797,855

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 △650,000

定期預金の払戻による収入 480,000

有形固定資産の取得による支出 △370,182

有形固定資産の売却による収入 228

無形固定資産の取得による支出 △22,511

投資有価証券の取得による支出 △142,711

投資有価証券の売却による収入 12,517

保険積立金の積立による支出 △1,934

貸付金の回収による収入 4,650

その他 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △689,924

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △22,500

自己株式の取得による支出 △34

配当金の支払額 △55,772

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,306
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年６月20日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 27,622

現金及び現金同等物の期首残高 1,676,124

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,703,746
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