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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 34,183 0.1 △232 ― △58 ― △1,945 ―

22年3月期第3四半期 34,165 △37.8 △87 ― 117 △93.6 △106 ―

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 △74.69 ―

22年3月期第3四半期 △4.09 ―

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 38,935 10,938 28.0 422.32
22年3月期 39,078 13,331 33.7 505.15

（参考） 自己資本  23年3月期第3四半期  10,909百万円 22年3月期  13,175百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

8.00 8.00

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 2.7 △250 ― 50 25.6 △2,100 ― △81.29



(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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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等については、添付資料の２ページをご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］２ページ「その他の情報」をご覧ください。）

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 26,151,292株 22年3月期 26,151,292株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q 318,238株 22年3月期 68,771株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 26,048,532株 22年3月期3Q 26,082,528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における我が国経済は、中国を中心とする新興国向けの輸出に支えられ一部には景気

改善の兆しはあるものの、不安定な世界経済や円高の長期化、景気対策の息切れなどにより、依然として景気の先

行きは不透明な情勢が続いております。 

 このような経営環境下、当社グループは受注の確保に注力し、売上高は341億83百万円（前年同四半期比0.1％

増）と前年度とほぼ同水準を計上いたしました。一方、昨年度から取り組んでおります効率化施策や最適生産体制

構築による生産の合理化により、製造原価・販売費及び一般管理費の削減が進みましたが、その効果が当期にはま

だ十分発揮出来ていないこと、また、当社グループの属する建設業界は需要の回復が遅れ、競争が一段と激化する

など、価格水準も低位で推移したことから、営業損失は２億32百万円（前年同期は営業損失87百万円）、経常損失

は58百万円（前年同期は経常利益１億17百万円）となりました。四半期純損失につきましては、最適生産体制構築

による工場閉鎖費用等を事業構造改善費用として20億20百万円計上したことにより、19億45百万円（前年同期は四

半期純損失１億６百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ１億42百万円減少し389億35百万円と

なりました。主な要因は、受取手形及び売掛金を中心に流動資産が16億59百万円増加しましたが、効率的最適生産

体制への実現に向け、子会社のジャパンパイル製造㈱の４工場を閉鎖し、固定資産除却損及び減損損失の計上など

により有形固定資産が18億２百万円減少したことなどによるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ22億50百万円増加し279億97百万円となりました。主な要因は、受取手形

及び売掛金の増加に比例し、支払手形及び買掛金が７億62百万円、ファクタリング未払金が16億78百万円それぞれ

増加したことなどによるものであります。 

 純資産は、当四半期純損失計上による減少19億45百万円、配当金の支払いによる減少２億８百万円、八洲コンク

リート工業㈱の株式買取などによる少数株主株式持分の減少１億26百万円等の結果、前連結会計年度末に比べ23億

92百万円減少し109億38百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年11月１日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」で発表しました連結業績予想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 

 一部簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

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 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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２．企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「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）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。 
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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 6,220 6,657

受取手形及び売掛金 14,199 11,280

未成工事支出金 1,459 1,616

商品及び製品 2,001 2,061

原材料及び貯蔵品 514 521

その他 320 911

貸倒引当金 △104 △95

流動資産合計 24,611 22,952

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,987 4,755

その他（純額） 6,931 7,966

有形固定資産合計 10,919 12,721

無形固定資産   

のれん 216 216

その他 462 301

無形固定資産合計 678 517

投資その他の資産   

その他 3,039 3,236

貸倒引当金 △321 △361

投資その他の資産合計 2,718 2,875

固定資産合計 14,315 16,114

繰延資産 8 10

資産合計 38,935 39,078
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,936 4,174

ファクタリング未払金 9,015 7,336

短期借入金 1,325 1,400

1年内返済予定の長期借入金 1,610 1,595

1年内償還予定の社債 250 300

未払法人税等 64 69

その他 1,322 1,207

流動負債合計 18,523 16,083

固定負債   

社債 310 410

長期借入金 4,117 3,645

退職給付引当金 228 231

役員退職慰労引当金 107 118

負ののれん 1,283 1,504

その他 3,426 3,753

固定負債合計 9,474 9,663

負債合計 27,997 25,746

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,815 2,815

資本剰余金 4,348 4,348

利益剰余金 3,907 6,062

自己株式 △88 △50

株主資本合計 10,984 13,176

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △74 △0

評価・換算差額等合計 △74 △0

少数株主持分 28 155

純資産合計 10,938 13,331

負債純資産合計 38,935 39,078
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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 34,165 34,183

売上原価 29,420 30,027

売上総利益 4,744 4,155

販売費及び一般管理費 4,832 4,388

営業損失（△） △87 △232

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 18 21

負ののれん償却額 221 221

その他 178 126

営業外収益合計 420 371

営業外費用   

支払利息 138 134

その他 77 62

営業外費用合計 215 197

経常利益又は経常損失（△） 117 △58

特別利益   

固定資産売却益 0 8

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 115 0

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 78 －

償却債権取立益 20 4

負ののれん発生益 － 124

その他 － 2

特別利益合計 215 139

特別損失   

固定資産売却損 2 21

固定資産除却損 28 19

事業構造改善費用 － 2,020

投資有価証券評価損 118 160

災害による損失 5 －

その他 10 22

特別損失合計 164 2,244

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（△）

169 △2,163

法人税等 281 △223

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,939

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 6

四半期純損失（△） △106 △1,945
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 9,989 10,981

売上原価 8,674 9,661

売上総利益 1,315 1,320

販売費及び一般管理費 1,503 1,418

営業損失（△） △188 △98

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 4 7

負ののれん償却額 73 73

その他 66 25

営業外収益合計 145 107

営業外費用   

支払利息 45 44

減価償却費 24 －

その他 17 39

営業外費用合計 86 83

経常損失（△） △129 △74

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6 0

償却債権取立益 4 0

その他 － 0

特別利益合計 10 2

特別損失   

固定資産売却損 2 21

固定資産除却損 20 2

事業構造改善費用 － 27

投資有価証券評価損 118 96

その他 10 18

特別損失合計 151 166

税金等調整前四半期純損失（△） △269 △238

法人税等 △54 18

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △257

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △4

四半期純損失（△） △217 △253
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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