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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における我が国経済は、企業収益の改善がみられたものの、長引くデフレや依然とし

て厳しい雇用情勢に加え、年後半には輸出の伸びが鈍化するなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループの事業に関連する建設業界は、住宅着工数や民間設備投資に持ち直しの動きがみられるものの、低

い水準であり、また公共投資は総じて低調に推移する等、厳しい状況が続いております。 

 このような経済環境下にありまして、当社グループは首都圏を中心に営業活動を強化し受注拡大に努め、コスト

削減や原価管理の強化による利益確保に重点を置いた活動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107億93百万円（前年同四半期比6.6％減）となりました。ま

た、利益面につきましては、売上高の減少や価格競争の激化等により、営業利益は55百万円（同76.9％減）、経常

利益は95百万円（同65.8％減）、四半期純利益は12百万円（同88.5％減）となりました。 

 なお、当社グループの工事事業における売上高は、通常の営業形態として第４四半期連結会計期間に完成する工

事の割合が大きく、業績には季節的変動があります。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 管工機材販売事業につきましては、競争激化の影響等により、売上高は53億16百万円となり、営業損失は１億６

百万円となりました。 

 工事事業につきましては、新設工事及び既設工事の売上高がともに減少したことにより、売上高は51億17百万円

となり、営業利益は２億55百万円となりました。 

 また、工事事業における受注工事高は、首都圏における新規受注が増加したことにより、78億86百万円となりま

した。 

 環境機器販売事業につきましては、売上高は３億59百万円となり、営業利益は19百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状態   

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産の部は前連結会計年度末に比べて４億14百万円増

加し159億13百万円、負債の部は４億94百万円増加し75億74百万円、純資産の部は80百万円減少し83億38百万円と

なりました。 

 資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、現金及び預金が11億54百万円、未成工事支出金が

８億40百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形及び売掛

金並びに営業未収入金の合計額が12億21百万円減少したことによるものであります。 

 負債の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、仕入債務であります支払手形及び買掛金が４億40

百万円、短期借入金が１億94百万円及び未成工事受入金が２億10百万円増加したことによるものであり、減少要因

といたしましては、未払法人税等が２億89百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部の主な減少要因といたしましては、利益剰余金が61百万円減少したことによるものであります。 

  

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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末と比べ11億59百万円増加し、42億37百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因

は次のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は７億29百万円（前年同四半期比21.3％減）となりました。収入の主な要因といた

しましては、売上債権の減少額12億16百万円、仕入債務の増加額４億40百万円及び未成工事受入金の増加額２億10

百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、たな卸資産の増加額９億４百万円、法人税等の支払額３億20

百万円等であります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果得られた資金は３億27百万円（前年同四半期は６億円の使用）となりました。収入の主な要因と

いたしましては、定期預金の払戻による収入６億39百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、定期預金

の預入による支出２億50百万円等であります。 
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（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は１億３百万円（前年同四半期比69.2％増）となりました。収入の主な要因といた

しましては、短期借入れによる収入７億85百万円であり、支出の主な要因といたしましては、短期借入金の返済に

よる支出５億90百万円、配当金の支払額73百万円等であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の通期の業績予想につきましては、平成22年11月１日に発表した公表数値に変更はありません。

  

（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 

（たな卸資産の評価方法） 

 たな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。 

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 

（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。 

 これによる、損益への影響は軽微であります。 

  

（表示方法の変更） 

 「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「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する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３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

（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



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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,945,418 3,790,982

受取手形及び売掛金 4,172,268 5,228,150

営業未収入金 1,269,413 1,434,601

有価証券 20,572 20,559

商品 341,093 294,066

未成工事支出金 1,885,192 1,044,587

原材料及び貯蔵品 32,045 14,895

繰延税金資産 95,506 133,377

その他 114,982 99,604

貸倒引当金 △15,496 △20,405

流動資産合計 12,860,995 12,040,421

固定資産   

有形固定資産 1,705,580 1,722,271

無形固定資産 41,553 49,014

投資その他の資産   

投資有価証券 596,552 625,219

その他 723,336 1,073,226

貸倒引当金 △14,833 △11,163

投資その他の資産合計 1,305,055 1,687,282

固定資産合計 3,052,189 3,458,568

資産合計 15,913,184 15,498,990



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,707,559 4,267,062

短期借入金 1,340,000 1,145,450

未払法人税等 15,010 304,756

未成工事受入金 634,173 423,594

賞与引当金 119,348 203,536

役員賞与引当金 20,250 32,590

完成工事補償引当金 11,485 17,195

工事損失引当金 55,600 －

その他 255,793 239,695

流動負債合計 7,159,220 6,633,879

固定負債   

繰延税金負債 78,027 87,144

再評価に係る繰延税金負債 150,987 150,987

役員退職慰労引当金 144,207 149,370

負ののれん 777 3,109

その他 41,236 55,322

固定負債合計 415,236 445,934

負債合計 7,574,457 7,079,813

純資産の部   

株主資本   

資本金 599,400 599,400

資本剰余金 525,000 525,000

利益剰余金 7,446,513 7,508,394

自己株式 △8,187 △7,070

株主資本合計 8,562,725 8,625,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48,321 69,812

土地再評価差額金 △386,464 △386,464

評価・換算差額等合計 △338,142 △316,652

少数株主持分 114,144 110,104

純資産合計 8,338,727 8,419,176

負債純資産合計 15,913,184 15,498,990



（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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 11,561,068 10,793,000

売上原価 9,469,096 8,994,614

売上総利益 2,091,971 1,798,385

販売費及び一般管理費 1,850,345 1,742,477

営業利益 241,625 55,908

営業外収益   

受取配当金 13,172 13,902

受取賃貸料 20,005 16,184

持分法による投資利益 2,494 3,822

その他 21,529 26,889

営業外収益合計 57,201 60,799

営業外費用   

支払利息 15,203 13,215

その他 5,141 8,249

営業外費用合計 20,344 21,465

経常利益 278,482 95,242

特別利益   

固定資産売却益 53 －

投資有価証券売却益 1,965 6,963

貸倒引当金戻入額 － 1,238

特別利益合計 2,018 8,201

特別損失   

固定資産売却損 1,263 300

固定資産除却損 1,080 512

投資有価証券評価損 5,347 5,880

会員権評価損 570 1,050

特別損失合計 8,260 7,742

税金等調整前四半期純利益 272,241 95,702

法人税、住民税及び事業税 98,010 36,242

法人税等調整額 55,011 42,062

法人税等合計 153,022 78,305

少数株主損益調整前四半期純利益 － 17,396

少数株主利益 13,816 5,324

四半期純利益 105,402 12,072



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 272,241 95,702

減価償却費 69,223 68,932

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,160 △1,238

賞与引当金の増減額（△は減少） △79,461 △84,188

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,465 △12,340

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,470 △5,710

工事損失引当金の増減額（△は減少） △6,700 55,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,921 △21,810

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,872 △5,162

受取利息及び受取配当金 △18,519 △17,518

支払利息 15,203 13,215

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,963

投資有価証券評価損益（△は益） 5,347 5,880

持分法による投資損益（△は益） △2,494 △3,822

売上債権の増減額（△は増加） 1,613,168 1,216,940

たな卸資産の増減額（△は増加） △897,435 △904,704

仕入債務の増減額（△は減少） 186,591 440,497

未成工事受入金の増減額（△は減少） 14,024 210,579

未払消費税等の増減額（△は減少） － △47,242

その他の流動負債の増減額（△は減少） 53,065 60,251

その他 9,459 △13,157

小計 1,242,889 1,043,739

利息及び配当金の受取額 19,118 19,004

利息の支払額 △14,908 △12,769

法人税等の支払額 △320,223 △320,374

営業活動によるキャッシュ・フロー 926,876 729,600

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △100,000 －

有価証券の売却による収入 100,000 －

定期預金の預入による支出 △1,702,233 △250,075

定期預金の払戻による収入 1,191,629 639,025

有形固定資産の取得による支出 △60,561 △42,241

その他 △29,514 △19,573

投資活動によるキャッシュ・フロー △600,680 327,134

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 690,000 785,000

短期借入金の返済による支出 △540,000 △590,000

配当金の支払額 △73,731 △73,813

その他 △15,299 △18,023

財務活動によるキャッシュ・フロー 60,969 103,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 387,165 1,159,898

現金及び現金同等物の期首残高 3,017,705 3,077,807

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,404,870 4,237,705



 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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