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

23年3月期第3四半期 4,605 △13.4 37 △88.8 52 △85.2 20 ―

22年3月期第3四半期 5,320 △14.0 337 74.4 355 49.3 △147 ―

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3四半期 3.50 ―

22年3月期第3四半期 △24.87 ―

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3四半期 7,671 5,010 65.3 875.32
22年3月期 7,392 5,270 71.3 904.93

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  5,010百万円 22年3月期  5,270百万円

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  
 

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 ― ― ― 20.00 20.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

20.00 20.00

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） 
（％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  有  
 

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 6,600 △7.3 150 △65.8 180 △62.3 110 ― 19.16



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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は終了しています。 

※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。 

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3月期3Q 6,100,000株 22年3月期  6,100,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  375,554株 22年3月期  275,494株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 5,746,354株 22年3月期3Q 5,946,078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の国内経済は、政府による緊急経済対策の効果等から、一部に回復の兆しが見られる

ものの、為替レート、株価の変動等の不安材料を払拭できず、デフレの影響や、雇用情勢の悪化懸念から、景気は

足踏み状態で推移しました。 

 当社グループの国内業績に影響を及ぼす新設住宅着工戸数は、住宅税制や低金利政策といった住宅支援策の効果

により、やや持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような経営環境の中、国内では新たな販路（医療介護、パワービルダー等）の拡大、及び設計指定活動を一

層推進し、新規顧客獲得に向けた積極的な営業活動に努めてまいりました。 

 一方、中国では、2010年４月以降実施されている住宅ローンの頭金引き上げや、非居住者に対する投資抑制策に

より、住宅建築の停止等の影響が残り、納入時期のズレが生じました。その上、為替変動の影響で7.1％の売上高

の目減りもありました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,605百万円（前年同期比13.4％減）となりました。利益面で

は、営業利益37百万円（前年同期比88.8％減）、経常利益52百万円（前年同期比85.2％減）、四半期純利益20百万

円（前年同期は四半期純損失147百万円）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間末における資産総額は7,671百万円となり、前連結会計年度末より278百万円増加して

おります。これは主に、受取手形及び売掛金の増加260百万円によるものです。 

 負債総額は2,660百万円となり、前連結会計年度末より538百万円増加しております。これは主に支払手形及び買

掛金の増加279百万円、短期借入金の増加122百万円、未払金の増加107百万円によるものです。 

 純資産につきましては、5,010百万円となり、前連結会計年度末より260百万円減少しております。これは主に利

益剰余金の減少96百万円、自己株式の増加70百万円、為替換算調整勘定の減少70百万円によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は65.3％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は603百万円となり、前

連結会計年度末と比較して、20百万円の増加となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。 

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動により増加した資金は129百万円（前年同期は67百万円の減少）となりました。これは主に、仕入

債務の増加額295百万円、減価償却費124百万円、売上債権の増加額307百万円、たな卸資産の増加額204百万円

によるものであります。 

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動により減少した資金は71百万円（前年同期は461百万円の減少）となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出39百万円、投資有価証券の取得による支出25百万円によるものであります。 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動により減少した資金は27百万円（前年同期は160百万円の減少）となりました。これは主に、短期

借入金の純増加額160百万円、配当金の支払額116百万円、自己株式の取得による支出70百万円によるものであ

ります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、通期の業績予想の見直しを行い、平成22年11月４日に公表いたしま

した業績予想を修正いたしました。 

 なお、期末配当額につきましては、前回公表の予想額20円を据え置いております。 

 詳細は、平成23年２月８日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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 

 該当事項はありません。 

２．特有の会計処理 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・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変更） 

 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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

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 773,262 753,261

受取手形及び売掛金 2,467,897 2,207,728

商品及び製品 192,582 86,602

仕掛品 138,472 88,617

原材料及び貯蔵品 254,475 212,017

繰延税金資産 135,746 127,920

未収入金 21,647 17,366

その他 49,084 113,035

貸倒引当金 △41,000 △38,000

流動資産合計 3,992,169 3,568,548

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 967,760 1,058,069

土地 962,125 962,125

その他（純額） 395,213 424,392

有形固定資産合計 2,325,099 2,444,588

無形固定資産   

のれん 5,000 20,000

その他 137,146 147,995

無形固定資産合計 142,146 167,995

投資その他の資産   

投資有価証券 652,508 663,670

関係会社出資金 44,700 44,700

繰延税金資産 279,576 264,755

その他 236,583 266,787

貸倒引当金 △1,087 △28,182

投資その他の資産合計 1,212,280 1,211,731

固定資産合計 3,679,526 3,824,315

資産合計 7,671,696 7,392,863



（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 1,308,477 1,029,139

短期借入金 317,647 195,608

未払金 312,318 204,671

未払法人税等 35,501 12,878

未払消費税等 13,004 19,872

賞与引当金 27,092 54,936

その他 84,169 35,501

流動負債合計 2,098,212 1,552,608

固定負債   

退職給付引当金 222,314 234,015

長期未払金 335,452 335,452

その他 5,000 －

固定負債合計 562,766 569,467

負債合計 2,660,979 2,122,076

純資産の部   

株主資本   

資本金 866,000 866,000

資本剰余金 691,000 691,000

利益剰余金 3,912,177 4,008,565

自己株式 △260,876 △189,882

株主資本合計 5,208,300 5,375,682

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △60,529 △38,665

為替換算調整勘定 △137,054 △66,229

評価・換算差額等合計 △197,583 △104,895

純資産合計 5,010,717 5,270,787

負債純資産合計 7,671,696 7,392,863



（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 5,320,429 4,605,505

売上原価 3,554,779 3,250,304

売上総利益 1,765,649 1,355,200

販売費及び一般管理費 1,427,745 1,317,487

営業利益 337,903 37,712

営業外収益   

受取利息 1,838 1,476

受取配当金 19,273 14,217

受取賃貸料 8,880 11,221

その他 14,640 15,668

営業外収益合計 44,632 42,583

営業外費用   

支払利息 8,344 8,070

為替差損 17,388 18,103

その他 1,520 1,624

営業外費用合計 27,253 27,797

経常利益 355,283 52,498

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,800 －

退職給付制度終了益 32,037 －

特別利益合計 33,837 －

特別損失   

固定資産除却損 64 －

会員権売却損 162 535

投資有価証券評価損 298,000 －

貸倒損失 340,139 －

特別損失合計 638,366 535

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（△）

△249,245 51,962

法人税等 △101,353 31,860

少数株主損益調整前四半期純利益 － 20,101

四半期純利益又は四半期純損失（△） △147,892 20,101



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,803,203 1,907,456

売上原価 1,164,838 1,355,010

売上総利益 638,364 552,445

販売費及び一般管理費 492,920 484,035

営業利益 145,444 68,410

営業外収益   

受取利息 616 525

受取配当金 1,753 779

受取賃貸料 2,835 3,362

その他 2,427 2,670

営業外収益合計 7,633 7,337

営業外費用   

支払利息 1,950 2,114

為替差損 20,768 6,108

その他 474 808

営業外費用合計 23,193 9,031

経常利益 129,883 66,716

特別損失   

投資有価証券評価損 298,000 －

貸倒損失 340,139 －

特別損失合計 638,139 －

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（△）

△508,256 66,716

法人税等 △207,688 17,376

少数株主損益調整前四半期純利益 － 49,339

四半期純利益又は四半期純損失（△） △300,567 49,339



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△249,245 51,962

減価償却費 134,971 124,363

のれん償却額 15,000 15,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,731 △24,095

退職給付引当金の増減額（△は減少） △39,799 △11,700

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,331 △27,843

受取利息及び受取配当金 △21,112 △15,693

支払利息 8,344 8,070

為替差損益（△は益） △4 108

有形固定資産除却損 64 －

投資有価証券評価損益（△は益） 298,000 －

会員権売却損益（△は益） 162 535

売上債権の増減額（△は増加） 9,387 △307,654

たな卸資産の増減額（△は増加） △35,114 △204,920

仕入債務の増減額（△は減少） △25,346 295,449

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,580 △4,939

その他の資産の増減額（△は増加） △60,036 26,033

その他の負債の増減額（△は減少） 63,600 150,640

小計 74,689 75,316

利息及び配当金の受取額 21,076 15,729

利息の支払額 △9,606 △8,773

法人税等の支払額 △153,595 △13,869

法人税等の還付額 － 60,851

営業活動によるキャッシュ・フロー △67,435 129,254

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 1,003 －

有形固定資産の取得による支出 △223,659 △39,850

無形固定資産の取得による支出 △6,578 △6,587

投資有価証券の取得による支出 △221,560 △25,521

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 925 445

投資その他の資産の増減額（△は増加） △11,835 －

その他の収入 － 64

投資活動によるキャッシュ・フロー △461,704 △71,449

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 68,313 160,051

自己株式の取得による支出 △108,343 △70,994

配当金の支払額 △120,868 △116,490

財務活動によるキャッシュ・フロー △160,897 △27,432

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,950 △10,371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △691,988 20,000

現金及び現金同等物の期首残高 1,219,371 583,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 527,382 603,862



 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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