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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 33,715 1.9 1,576 △26.4 1,686 △24.5 792 △38.7

22年3月期第3四半期 33,089 △26.7 2,141 △23.0 2,233 △21.8 1,293 △12.8

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 38.34 ―

22年3月期第3四半期 62.56 ―

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 40,543 24,196 56.9 1,115.48
22年3月期 39,071 23,345 57.1 1,078.53

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  23,056百万円 22年3月期  22,292百万円

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 ― 5.50 ― 5.50 11.00
23年3月期 ― 5.00 ―

23年3月期 
（予想）

5.00 10.00

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  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 45,000 0.1 2,090 △24.2 2,340 △16.4 1,140 △18.1 55.15



(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レビュー手続きの対象外でありますが、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財務諸表のレビュー手続きを終了しております。 

※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、四半期決算短信（添付資料）2ページ「（3）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「その他」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 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） 23年3月期3Q 24,986,599株 22年3月期  24,986,599株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  4,317,368株 22年3月期  4,317,199株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 20,669,299株 22年3月期3Q 20,669,652株



  

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 ……………………………………………………………… 5 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 6 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 7 

(5) セグメント情報等 …………………………………………………………………… 7 

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

  

  

○添付資料の目次

―　1　―

三谷セキサン㈱ （5273） 平成23年3月期 第3四半期決算短信



当第3四半期連結累計期間（平成22年4月1日～平成22年12月31日）は、景気悪化に伴う民間設備投資の
著しい抑制及び公共投資の縮減により、受注競争の激化等、大変厳しい経営環境でございました。その結
果、売上高は337億15百万円（前年同四半期比1.9％増）となりました。又、営業利益につきましては、競
争激化による販売価格の下落により、15億76百万円（前年同四半期比26.4％減）、経常利益は16億86百万
円（同24.5％減）、四半期純利益は7億92百万円（同38.7％減）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① コンクリート二次製品関連事業部門 
  パイル・ポールにつきましては、価格競争の激化等、厳しい経営環境の中で、当社独自の新商 
 品の拡販及び当社オリジナル特認工法を中心に顧客ニーズに応じた施工を徹底いたしました。環 
 境製品につきましては、需要が減少する厳しい経営環境下において、積極的な営業展開を推進 
 いたしました。その結果、当部門の売上高は、281億68百万円となり、営業利益は、18億50百万円 
 となりました。 
  
 ② 情報関連事業部門 
  情報関連事業部門につきましては、売上高は、35億86百万円となり、営業利益は、1億12百万円 
 となりました。 
  
 ③ その他の事業部門 
  その他の事業部門につきましては、売上高は、19億60百万円となり、営業利益は、3億54百万円 
 となりました。 

  

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ14億71百万円増加し、405億43百万円
となりました。 
 当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ6億20百万円増加し、163億46百万
円となりました。 
 当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ8億50百万増加し、241億96百万
円となりました。 

  

平成23年3月期の業績予想につきましては、平成22年11月12日の決算発表時に公表しました業績予想に
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

(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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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  該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 
 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。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経
営環境等、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ので、前連結会計年度にお
いて使用した将来の業績予測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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 6,996 7,792

受取手形及び売掛金 14,484 14,574

商品及び製品 1,702 1,748

仕掛品 189 55

原材料及び貯蔵品 601 452

貸倒引当金 △1,121 △866

その他 687 1,237

流動資産合計 23,542 24,995

固定資産

有形固定資産 12,527 10,383

土地 5,965 4,288

その他 6,561 6,095

無形固定資産 384 180

投資その他の資産 4,089 3,513

固定資産合計 17,001 14,076

資産合計 40,543 39,071

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,892 10,057

短期借入金 378 348

未払法人税等 252 334

その他 2,903 3,113

流動負債合計 13,426 13,854

固定負債

長期借入金 569 16

退職給付引当金 795 606

役員退職慰労引当金 459 475

その他 1,095 772

固定負債合計 2,919 1,871

負債合計 16,346 15,725

純資産の部

株主資本

資本金 2,146 2,146

資本剰余金 1,844 1,844

利益剰余金 20,061 19,486

自己株式 △1,359 △1,359

株主資本合計 22,692 22,116

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 364 175

評価・換算差額等合計 364 175

少数株主持分 1,140 1,053

純資産合計 24,196 23,345

負債純資産合計 40,543 39,071
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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：百万円）

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 33,089 33,715

売上原価 26,908 27,838

売上総利益 6,180 5,876

販売費及び一般管理費 4,038 4,299

営業利益 2,141 1,576

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 53 63

その他 75 117

営業外収益合計 130 182

営業外費用

支払利息 10 8

その他 28 62

営業外費用合計 38 71

経常利益 2,233 1,686

特別利益

貸倒引当金戻入額 158 －

退職給付引当金戻入額 2 1

役員退職慰労引当金戻入額 113 20

その他 0 19

特別利益合計 274 41

特別損失

固定資産除売却損 6 16

投資有価証券評価損 － 76

その他 14 59

特別損失合計 20 152

税金等調整前四半期純利益 2,486 1,575

法人税、住民税及び事業税 497 618

法人税等調整額 540 70

法人税等合計 1,037 689

少数株主損益調整前四半期純利益 － 886

少数株主利益 155 94

四半期純利益 1,293 792
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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 2,486 1,575

減価償却費 1,283 1,138

貸倒引当金の増減額（△は減少） △459 245

受取利息及び受取配当金 △54 △64

支払利息 10 8

有形固定資産除売却損益（△は益） 6 15

売上債権の増減額（△は増加） 5,123 347

たな卸資産の増減額（△は増加） △11 △231

仕入債務の増減額（△は減少） △3,522 △348

その他 △1,428 483

小計 3,432 3,171

利息及び配当金の受取額 54 64

利息の支払額 △9 △8

法人税等の支払額 △1,859 △602

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,618 2,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △833 △664

有形固定資産の売却による収入 7 49

投資有価証券の取得による支出 △1 △5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △3,255

貸付金の回収による収入 △7 3

その他 △41 △82

投資活動によるキャッシュ・フロー △876 △3,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △51 △150

長期借入金の返済による支出 △89 △77

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △237 △217

少数株主への配当金の支払額 △7 △7

その他 △128 △128

財務活動によるキャッシュ・フロー △514 △580

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 227 △1,881

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 799

現金及び現金同等物の期首残高 5,765 7,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,993 6,711
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 該当事項はありません。 

  

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) 

  

 
(注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

     2 各事業の主な製品 

 

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) 

    該当事項はありません。 
  

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) 

     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) セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

コンクリート
二次製品事業 
(百万円)

工事関連事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

16,542 10,409 6,137 33,089 ― 33,089

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

26 ― 2,397 2,424 (2,424) ―

計 16,569 10,409 8,535 35,513 (2,424) 33,089

営業利益 1,907 △295 1,159 2,771 (629) 2,141

事業区分 主な製品

 コンクリート
 遠心力成型コンクリート二次製品（パイル・ポール）、環境製品

 二次製品事業

 工事関連事業  杭工事、防球ネット、建柱工事、地質調査、ボーリング、場所打ち杭工事、土木工事、舗装工事

 その他の事業  不動産賃貸、技術指導収入、砂利製品、消波根固ブロック、環境保全関連資材、レジャー、情報関連

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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  1.報告セグメントの概要 

    当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取 

   締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ 

   ているものであります。 

    当社は、事業部門を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「コンク 

   リート二次製品関連事業部門」及び「情報関連事業部門」の2つを報告セグメントとしておりま 

   す。 

    「コンクリート二次製品関連事業部門」は、主な製品としまして、コンクリートパイル・ポ 

   ール、環境製品、砂利製品であります。 

    「情報関連事業部門」は、主な製品としまして、コンピュータ周辺装置等の販売及びソフト 

   ウェアの受託製作であります。 

  

  2.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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) 

  

 
（注）1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、技術提供収入部  

    門、レジャー部門、不動産賃貸収入部門及び地域環境関連部門が含まれております。 

   2.セグメント利益の調整額7億40百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり 

    ます。 

   3.セグメント利益の調整後の金額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

 （追加情報） 

   第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準 

  第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業 

  会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

【セグメント情報】

報告セグメント
その他
(百万円)
（注）1

合計
(百万円)

調整額 
(百万円)
（注）2

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)
（注）3

コンクリート
二次製品関連

事業 
(百万円)

情報関連事業
(百万円)

計
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

28,168 3,586 31,755 1,960 33,715 ― 33,715

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

7 ― 7 2,464 2,472 △2,472 ―

     計 28,176 3,586 31,762 4,424 36,187 △2,472 33,715

セグメント利益 1,850 112 1,962 354 2,316 △740 1,576

(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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