
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  5,275  △16.1  △322 ─  △256 ─  △148 ─ 

22年３月期第１四半期  6,285  △6.9  8  △92.2  30  △81.4  △31 ─ 

  
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 

23年３月期第１四半期  △4  09 ─      

22年３月期第１四半期  △0  87 ─      

  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 

23年３月期第１四半期  37,164  23,326  62.8  640  07

22年３月期  39,073  23,809  60.9  653  32

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 23,328百万円 22年３月期 23,809百万円

  
年間配当金

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

22年３月期 ─       0 00 ─      8  00  8 00

23年３月期 ─      

23年３月期（予想） 0 00 ─      8  00  8 00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  11,400  △6.3  △230     ─  △160  ─   △120  ─  △3  29

通期  26,100  △1.3  560  △14.1  670  △13.7  340  42.1  9  33



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

    新規 ─ 社 （  ───  ）、 除外 ─ 社 （  ───  ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  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

なる条件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、四半期決算短信［添付資料］２ページ「連結業績

予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 40,000,000株 22年３月期 40,000,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,556,847株 22年３月期 3,556,053株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 36,443,440株 22年３月期１Ｑ 36,466,580株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

丸藤シートパイル㈱ （8046） 平成23年３月期 第１四半期決算短信

－ 1 －



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出及び生産は増加基調を維持しております。個人消費も耐久消費財

を中心に持ち直しており、全体としては穏やかに回復しつつあります。しかしながら、厳しい雇用環境は続いてお

り、新たに欧州の財政問題による株式市場等への影響もあり、先行きの不透明感は払拭されないまま推移いたしまし

た。 

当社グループが属する建設業界におきましては、公共投資は低調に推移しております。加えて、設備投資及び住宅

建設は下げ止まっていると見られるものの、依然として低水準で推移しており、経営環境は厳しいものとなりまし

た。 

このような環境の下、当社グループは受注の確保に注力し、工事及び加工においては、質と生産性の向上に取り組

んでまいりました。しかしながら、市場の縮小により工事及び加工案件は激減し、重仮設材の需要は低水準に推移い

たしました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は52億75百万円（前年同四半期比16.1％減）、連結営業損失

は３億22百万円（前年同四半期は連結営業利益８百万円）、連結経常損失は２億56百万円（前年同四半期は連結経常

利益30百万円）、連結四半期純損失は１億48百万円（前年同四半期は連結四半期純損失31百万円）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は371億64百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億８百万円の減

少となりました。その主な要因は、売上の減少に伴い受取手形及び売掛金が15億88百万円減少、加えて、資材在庫

を抑えたことにより建設資材が４億72百万円減少したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は138億38百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億25百万円の

減少となりました。その主な要因は、売上の減少に伴い仕入を抑えたことにより支払手形及び買掛金が９億82百万

円減少したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は233億26百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億83百万円

の減少となりました。その主な要因は、第62回定時株主総会決議による配当金２億91百万円と連結四半期純損失１

億48百万円によるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.9ポイント上昇した62.8％となりました。 

   

当第１四半期連結累計期間における区分毎のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は４億31百万円の収入（前年同四半期は１億90百万円の支出）となりま

した。主な増加項目は売上債権の減少額15億88百万円、たな卸資産の減少額４億92百万円であり、主な減少項目は

仕入債務の減少額９億82百万円であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は１億40百万円の支出（前年同四半期は78百万円の支出）となりまし

た。主な減少項目は有形及び無形固定資産の取得による支出１億４百万円であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は２億１百万円の支出（前年同四半期は２億30百万円の支出）となりま

した。主な減少項目は配当金の支払額２億１百万円であります。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ89百

万円増加し、33億71百万円（前年同四半期は21億54百万円）となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の連結業績は予想した範囲内であり、第２四半期以降も現時点では業績変動にかかわる要因が想定

されないことから、平成22年５月14日発表の平成23年３月期の連結業績予想に変更はありません。なお、今後の情

報収集等により見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。  
 
  
（注）本資料に掲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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法  

当第１四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、前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する方法によっております。 

②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、前連結会計年度末以降に経営環境等と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は、前連結会計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

を利用する方法によっております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更  

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ０百万円増加しており、税金等調整前四半期純損失は８百万円増加

しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は11百万円であります。 

②表示方法に関する事項の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間より、

「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。   

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,371 3,281

受取手形及び売掛金 10,212 11,800

商品 159 149

建設資材 13,491 13,963

未成工事支出金 272 302

貯蔵品 43 44

その他 508 441

貸倒引当金 △361 △357

流動資産合計 27,698 29,627

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,683 4,683

その他（純額） 2,083 2,105

有形固定資産合計 6,767 6,789

無形固定資産 35 38

投資その他の資産   

その他 2,852 2,809

貸倒引当金 △189 △191

投資その他の資産合計 2,663 2,618

固定資産合計 9,466 9,446

資産合計 37,164 39,073

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,023 8,006

短期借入金 5,180 5,180

未払法人税等 14 107

引当金 118 234

その他 1,055 1,287

流動負債合計 13,392 14,815

固定負債   

引当金 206 213

その他 239 234

固定負債合計 445 448

負債合計 13,838 15,263
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,626 3,626

資本剰余金 5,205 5,205

利益剰余金 15,317 15,758

自己株式 △795 △795

株主資本合計 23,353 23,794

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27 15

評価・換算差額等合計 △27 15

純資産合計 23,326 23,809

負債純資産合計 37,164 39,073
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,285 5,275

売上原価 5,103 4,498

売上総利益 1,181 777

販売費及び一般管理費   

報酬及び給料手当 464 459

賞与引当金繰入額 112 65

役員賞与引当金繰入額 4 2

退職給付費用 66 61

その他 525 511

販売費及び一般管理費合計 1,172 1,100

営業利益又は営業損失（△） 8 △322

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 0 2

受取地代家賃 32 30

投資有価証券割当益 － 32

その他 12 17

営業外収益合計 45 84

営業外費用   

支払利息 17 11

その他 6 6

営業外費用合計 23 17

経常利益又は経常損失（△） 30 △256

特別利益   

固定資産売却益 1 12

貸倒引当金戻入額 43 －

特別利益合計 44 12

特別損失   

前期損益修正損 71 －

固定資産売却損 1 －

投資有価証券評価損 30 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8

その他 0 －

特別損失合計 104 8

税金等調整前四半期純損失（△） △28 △251

法人税、住民税及び事業税 8 7

法人税等調整額 △5 △110

法人税等合計 3 △102

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △148

四半期純損失（△） △31 △148
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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損失（△） △28 △251

減価償却費 109 102

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8

引当金の増減額（△は減少） △327 △122

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △12

投資有価証券評価損益（△は益） 30 －

投資有価証券割当益 － △32

受取利息及び受取配当金 △0 △3

支払利息 17 11

売上債権の増減額（△は増加） 1,769 1,588

たな卸資産の増減額（△は増加） 722 492

仕入債務の増減額（△は減少） △2,052 △982

その他 179 △277

小計 419 520

利息及び配当金の受取額 9 11

利息の支払額 △15 △12

法人税等の支払額 △603 △87

営業活動によるキャッシュ・フロー △190 431

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △66 △104

有形固定資産の売却による収入 2 14

その他 △14 △49

投資活動によるキャッシュ・フロー △78 △140

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 △34 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △195 △201

財務活動によるキャッシュ・フロー △230 △201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △498 89

現金及び現金同等物の期首残高 2,653 3,281

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,154 3,371
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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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