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1.  平成23年1月期第3四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年10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 ％

23年1月期第3四半期 39,563 9.2 891 ― 873 ― 648 ―

22年1月期第3四半期 36,232 ― △481 ― △384 ― △2,375 ―

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1月期第3四半期 26.24 ―

22年1月期第3四半期 △96.02 ―

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1月期第3四半期 29,567 9,157 31.0 370.23
22年1月期 27,015 8,588 31.8 347.11

（参考） 自己資本   23年1月期第3四半期  9,157百万円 22年1月期  8,586百万円

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  

期末の配当予想額は未定です。 

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1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年1月期 ― 0.00 ―

23年1月期 
（予想）

― ―

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 48,500 △2.5 830 ― 850 ― 560 ― 22.64



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(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レビュー手続の対象外であります。なお、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レビュー手続は終了しております。 

※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、【添付資料】P.２「1．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「2．その他の情報」をご覧ください。）

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年1月期3Q 24,832,857株 22年1月期  24,832,857株

② 期末自己株式数 23年1月期3Q  98,224株 22年1月期  95,405株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期3Q 24,735,649株 22年1月期3Q 24,741,085株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成22年２月１日～平成22年10月31日）におけるわが国経済は、政

府の景気対策や新興国向けの輸出増加などにより、景況感の改善も一部には見られましたが、急激

な円高による企業収益の悪化や、厳しい雇用環境が続き、個人消費が伸び悩むなど、引き続き厳し

い状況で推移いたしました。 

当ディスプレイ業界の事業環境につきましても、一部に持ち直しの兆しがあるものの、依然とし

て厳しい価格競争が続いております。 

このような状況のもと当グループは、収益構造の改善をはかり、さらなるコスト削減、業務の効

率化に取り組んでまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は395億63百万円（前年同四半期比9.2％増）とな

り、営業利益は８億91百万円（前年同四半期  営業損失４億81百万円）、経常利益は８億73百万円

（前年同四半期  経常損失３億84百万円）、四半期純利益は６億48百万円（前年同四半期  四半期

純損失23億75百万円）となりました。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部） 

資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて9.4％増加し、295億67百万円となりました。こ

れは、主に現金預金が10億96百万円、未成工事支出金等が15億12百万円それぞれ増加したことによ

るものであります。 

（負債の部） 

負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて10.8％増加し、204億９百万円となりました。

これは、主に支払手形・工事未払金等が９億77百万円、長期借入金が15億45百万円それぞれ増加し

たものの、短期借入金が６億20百万円減少したことによるものであります。 

（純資産の部） 

純資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて6.6％増加し、91億57百万円となりました。

これは、主に四半期純利益の計上により利益剰余金が６億48百万円増加したことによるものであり

ます。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想については、概ね予想通りに推移しており、平成22年３月19日に発表した業績予想に変

更はありません。 

  

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  簡便な会計処理 

記載すべき重要な事項はありません。 

  

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。 

  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

第１四半期連結会計期間より「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）を適用しており、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から工事進

行基準を適用しております。なお、工事進行基準の適用要件を満たす工事契約が存在しないた

め、すべての工事について工事完成基準を適用しております。 

従いまして、これにより損益に与える影響はありません。 

  

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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年10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22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 5,318,322 4,221,569

受取手形・完成工事未収入金等 7,889,645 7,577,578

未成工事支出金等 6,022,182 4,510,149

その他 364,815 528,430

貸倒引当金 △18,306 △24,563

流動資産合計 19,576,659 16,813,165

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,476,174 4,476,174

その他（純額） 1,589,147 1,654,842

有形固定資産計 6,065,321 6,131,016

無形固定資産 254,288 209,438

投資その他の資産   

その他 3,995,886 4,120,495

貸倒引当金 △324,655 △259,063

投資その他の資産計 3,671,230 3,861,431

固定資産合計 9,990,841 10,201,886

資産合計 29,567,500 27,015,051

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,370,098 6,393,042

短期借入金 4,775,000 5,395,000

未成工事受入金 2,313,237 1,565,377

工事損失引当金 536,370 276,771

その他の引当金 188,312 336,466

その他 904,486 1,683,193

流動負債合計 16,087,504 15,649,851

固定負債   

長期借入金 3,231,000 1,686,000

引当金 133,929 144,591

その他 957,518 945,632

固定負債合計 4,322,448 2,776,224

負債合計 20,409,952 18,426,075
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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10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22年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,026,750 4,026,750

資本剰余金 4,024,840 4,024,840

利益剰余金 1,028,117 379,228

自己株式 △39,935 △39,470

株主資本合計 9,039,772 8,391,349

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 138,863 201,065

為替換算調整勘定 △21,088 △5,751

評価・換算差額等合計 117,775 195,314

少数株主持分 － 2,311

純資産合計 9,157,547 8,588,975

負債純資産合計 29,567,500 27,015,051

㈱丹青社(9743)　平成23年１月期第３四半期決算短信

― 5 ―



(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21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 36,232,455 39,563,403

売上原価 31,440,147 34,364,811

売上総利益 4,792,307 5,198,592

販売費及び一般管理費 5,273,580 4,306,724

営業利益又は営業損失（△） △481,272 891,868

営業外収益   

保険配当金 55,026 48,684

仕入割引 － 44,665

その他 108,768 100,734

営業外収益合計 163,794 194,085

営業外費用   

支払利息 56,652 84,089

貸倒引当金繰入額 － 70,729

その他 10,549 57,235

営業外費用合計 67,201 212,054

経常利益又は経常損失（△） △384,679 873,899

特別利益   

貸倒引当金戻入額 20,299 24,782

その他 1,685 －

特別利益合計 21,984 24,782

特別損失   

特別退職金 1,246,552 －

投資有価証券評価損 － 44,509

事業分離における移転損失 － 48,512

その他 113,749 3,578

特別損失合計 1,360,301 96,599

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,722,996 802,082

法人税、住民税及び事業税 79,574 150,291

法人税等調整額 584,796 2,490

法人税等合計 664,371 152,782

少数株主利益又は少数株主損失（△） △11,810 330

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,375,556 648,970
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(3）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

  

(4）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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