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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 8,798 0.8 789 13.5 673 △1.0 △83 ―
22年3月期第3四半期 8,729 134.6 695 ― 679 ― 150 ―

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 △0.19 ―
22年3月期第3四半期 0.33 ―

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 16,834 7,308 24.8 9.27
22年3月期 15,697 6,907 27.2 9.48

（参考） 自己資本  23年3月期第3四半期  4,174百万円 22年3月期  4,265百万円

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 ― ― ― 0.05 0.05
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 
（予想）

0.05 0.05

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 12,000 4.5 500 △6.1 400 △24.5 100 78.7 0.22

        



(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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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「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 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 450,993,208株 22年3月期 450,993,208株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q 836,411株 22年3月期 832,492株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 450,158,757株 22年3月期3Q 450,168,732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わが国経済は、輸出・生産の増加、コストの削減などの要因により企業収益が改善し

また設備投資も持ち直しつつあるものの、後半は、海外景気の減速、円高等により輸出・生産の増加ペースが鈍化

し、景気は停滞局面に入ったとみられています。 

 かかる情勢の下での当グループの経営成績は、売上高は、8,798百万円と前年同四半期と比べ69百万(0.8％）増加

しました。また営業利益は、789百万円と前年同四半期と比べ94百万円(13.5%)増加、経常利益は、673百万円と前年

同四半期と比べ6百万円（△1.0%)減少、四半期純損失は、83百万円(前年同期四半期純利益150百万円)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。 

製造供給事業 

 製造供給事業は、大幅に回復しております。但し、国内の設備投資の低迷及び円高等により輸出が回復に至らず売

上高は、2,465百万円となり、セグメント利益は、48百万円となりました。 

住宅関連事業 

 住宅関連事業は、住宅着工の穏やかな回復、コスト削減効果が見られ、売上高は6,104百万円となり、セグメント

利益は、781百万円となりました。 

投資・流通サービス事業 

 投資・流通サービス事業の売上高は、286百万円となり、セグメント利益は、32百万円となりました。 

  

（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の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,137百万円増加し、16,834百万円となりまし

た。主な要因は、現金及び預金が減少しましたが、受取手形及び売掛金が増えたことなどによります。 

 また、負債は、前連結会計年度末に比べ、736百万円増加し、9,526百万円となりました。主な要因は、未払法人税

等が増加したことなどによります。 

 この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ400百万円増加し、7,308百万円となりました。 

  

キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より

111百万円（△6.6%）減少し、1,584百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、512百万円（前年同四半期は748百万円の収入）

となりました。主な要因は、売上債権の増加などによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、559百万円（前年同四半期は734百万円の支出）

となりました。主な要因は、定期預金の払戻しによる収入などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の支出は、66百万円（前年同四半期は244百万円の支出）

となりました。主な要因は、借入れによる収入など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 

（注）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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  売上高（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

通  期  12,000  500  400  100

        

ﾌﾘｰｼﾞｱ･ﾏｸﾛｽ(株)(6343)  平成23年3月期　第3四半期決算短信

2



（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棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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

状況等に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測及びタックスプ

ランニングを利用する方法により算定しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務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、「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。なお、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に与える影響は軽微でありま

す。 

  

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 1,722,770 2,055,985

受取手形及び売掛金 1,599,100 1,154,195

たな卸資産 2,356,270 2,456,500

短期貸付金 2,659,034 1,844,001

繰延税金資産 61,482 41,926

その他 311,274 286,006

貸倒引当金 △64,092 △55,867

流動資産合計 8,645,839 7,782,748

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,305,966 2,224,890

機械装置及び運搬具 464,984 461,128

土地 3,768,387 3,542,023

建設仮勘定 68,966 59,933

その他 115,853 101,352

減価償却累計額 △1,713,071 △1,629,647

減損損失累計額 △230,537 △230,537

有形固定資産合計 4,780,549 4,529,144

無形固定資産   

のれん 658,839 726,514

その他 343,655 161,539

無形固定資産合計 1,002,495 888,053

投資その他の資産   

投資有価証券 75,082 51,764

関係会社株式 1,848,237 1,990,169

長期貸付金 56,101 49,332

繰延税金資産 2,133 43,956

その他 480,713 493,650

貸倒引当金 △56,323 △131,189

投資その他の資産合計 2,405,944 2,497,683

固定資産合計 8,188,989 7,914,881

資産合計 16,834,828 15,697,630
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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 783,820 1,035,069

短期借入金 1,400,788 1,402,966

1年内返済予定の長期借入金 603,979 575,862

1年内償還予定の社債 364,500 262,000

未払法人税等 206,009 63,367

完成工事補償引当金 79,590 90,915

賞与引当金 59,879 23,300

その他 2,805,001 2,343,569

流動負債合計 6,303,568 5,797,051

固定負債   

社債 414,000 772,500

長期借入金 1,678,101 1,695,493

繰延税金負債 71,976 21,106

退職給付引当金 129,596 121,035

その他 929,460 383,046

固定負債合計 3,223,135 2,993,181

負債合計 9,526,704 8,790,232

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,077,766 2,077,766

資本剰余金 973,803 973,803

利益剰余金 1,146,139 1,238,388

自己株式 △18,151 △18,094

株主資本合計 4,179,557 4,271,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,480 △5,924

評価・換算差額等合計 △5,480 △5,924

少数株主持分 3,134,047 2,641,457

純資産合計 7,308,124 6,907,397

負債純資産合計 16,834,828 15,697,630
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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：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 8,729,645 8,798,812

売上原価 5,419,865 5,533,399

売上総利益 3,309,779 3,265,413

販売費及び一般管理費 2,614,559 2,475,995

営業利益 695,219 789,417

営業外収益   

受取利息 3,695 15,527

受取配当金 1,666 2,075

負ののれん償却額 9,120 9,120

持分法による投資利益 4,019 －

助成金収入 49,592 －

その他 66,984 74,488

営業外収益合計 135,078 101,210

営業外費用   

支払利息 85,705 68,355

持分法による投資損失 － 92,834

その他 64,814 56,343

営業外費用合計 150,519 217,533

経常利益 679,778 673,094

特別利益   

前期損益修正益 6,100 －

貸倒引当金戻入額 18,536 3,151

賞与引当金戻入額 5,000 －

退職給付引当金戻入額 14,250 －

受取補償金 － 33,383

その他 3 －

特別利益合計 43,891 36,534

特別損失   

貸倒損失 38,101 1,006

減損損失 1,904 －

固定資産除却損 5,734 19

投資有価証券評価損 － 3,472

その他 － 1,917

特別損失合計 45,740 6,416

税金等調整前四半期純利益 677,929 703,212

法人税、住民税及び事業税 419,835 203,061

法人税等調整額 △28,186 77,901

過年度法人税等 － 12,420

法人税等合計 391,649 293,384

少数株主損益調整前四半期純利益 － 409,828

少数株主利益 136,258 493,238

四半期純利益又は四半期純損失（△） 150,021 △83,409
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（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 2,377,199 3,466,489

売上原価 1,330,713 2,211,934

売上総利益 1,046,485 1,254,555

販売費及び一般管理費 837,057 773,052

営業利益 209,428 481,502

営業外収益   

受取利息 1,049 5,297

受取配当金 26 －

負ののれん償却額 3,040 3,040

持分法による投資利益 17,266 －

助成金収入 11,946 －

その他 19,419 23,083

営業外収益合計 52,748 31,420

営業外費用   

支払利息 26,086 25,365

持分法による投資損失 － 8,711

その他 15,284 15,456

営業外費用合計 41,370 49,533

経常利益 220,806 463,389

特別損失   

減損損失 1,904 －

固定資産除却損 901 －

投資有価証券評価損 － 3,472

その他 － 780

特別損失合計 2,806 4,252

税金等調整前四半期純利益 217,999 459,137

法人税、住民税及び事業税 171,263 60,512

法人税等調整額 △54,532 62,353

過年度法人税等 － 1,000

法人税等合計 116,731 123,866

少数株主損益調整前四半期純利益 － 335,271

少数株主利益 28,046 327,872

四半期純利益 73,221 7,398

        

ﾌﾘｰｼﾞｱ･ﾏｸﾛｽ(株)(6343)  平成23年3月期　第3四半期決算短信

7



（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 677,929 703,212

減価償却費 81,833 78,540

減損損失 1,904 －

賞与引当金の増減額（△は減少） － 36,579

退職給付引当金の増減額（△は減少） △169 8,562

貸倒損失 38,101 1,006

のれん償却額 67,674 67,674

為替差損益（△は益） 6,387 8,328

固定資産除却損 5,734 19

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,472

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,110 △66,641

受取利息及び受取配当金 △5,361 △17,602

支払利息 85,705 68,355

持分法による投資損益（△は益） △4,019 92,834

売上債権の増減額（△は増加） 297,500 △505,551

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,774 100,230

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,939 27,313

仕入債務の増減額（△は減少） △328,138 △2,296

その他 3,333 38,368

小計 899,810 642,402

利息及び配当金の受取額 5,470 7,427

利息の支払額 △84,422 △64,519

法人税等の支払額 △71,978 △72,840

営業活動によるキャッシュ・フロー 748,880 512,470

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △15,833 △88,117

定期預金の払戻による収入 － 310,270

関係会社株式の取得による支出 － △10,000

投資有価証券の取得による支出 － △5,000

有形固定資産の取得による支出 △84,494 △88,912

有形固定資産の売却による収入 － 887

無形固定資産の取得による支出 － △156,893

貸付けによる支出 △423,356 △2,477,102

貸付金の回収による収入 － 1,939,141

差入保証金の差入による支出 △130,000 △65,036

投資その他の資産の増減額（△は増加） △80,782 80,972

投資活動によるキャッシュ・フロー △734,465 △559,790
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（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) 

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 107,056 573,389

短期借入金の返済による支出 － △513,717

長期借入れによる収入 － 324,080

長期借入金の返済による支出 △159,776 △185,850

社債の償還による支出 △182,500 △256,000

自己株式の取得による支出 △266 △57

配当金の支払額 △9,009 △8,841

財務活動によるキャッシュ・フロー △244,495 △66,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230,080 △114,316

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 3,254

現金及び現金同等物の期首残高 1,161,751 1,695,350

現金及び現金同等物の四半期末残高 931,671 1,584,287

        

ﾌﾘｰｼﾞｱ･ﾏｸﾛｽ(株)(6343)  平成23年3月期　第3四半期決算短信

9



該当事項はありません。 

  

（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。 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントにつきましては、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、当社取締

役会が、事業の業績を評価し、また経営資源の配分など、定期的に検討を行う対象となっております。当社は、本

社に営業統括をおき、事業活動を展開しております。なお、「製造供給事業」「住宅関連事業」「投資・流通サー

ビス事業」を報告セグメントとしております。「製造供給事業」は、押出機、土木試験機、ATM筐体、各種容器及

びプリント基板等の製造・販売を行っております。「住宅関連事業」は、ログハウスの設計・施工・監理、販売用

不動産の販売、不動産の賃貸、マンションの建築及び販売、住宅の防蟻、防水、断熱工事等を行っております。

「投資・流通サービス」は、投資再生支援、パソコン周辺機器、部品及びソフト等の販売等を行っております。 

  

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）  

（単位：千円）

  

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） 

（単位：千円）

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

報告セグメント 

製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

計 

売上高       

外部顧客への売上高  2,457,598 6,070,265  270,949  8,798,812  

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

7,529 34,386  15,429  57,344  

計  2,465,127 6,104,651  286,378  8,856,156  

セグメント利益  48,661 781,849  32,018  862,528  

  

報告セグメント 

製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

計 

売上高         

外部顧客への売上高 942,942  2,459,909  63,638  3,466,489  

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

7,529  15,407  5,143  28,079  

計 950,471  2,475,316  68,781  3,494,568  

セグメント利益又は損失(△) 57,782  447,816  △1,843  503,755  
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

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） 

（単位：千円） 

  

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） 

（単位：千円） 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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） 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 重要な変動はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 重要な負ののれんの発生益はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

利益 金額   

報告セグメント計 862,528  

セグメント間取引消去 3,684  

のれんの償却額 △76,795  

四半期連結損益計算書の営業利益 789,417  

利益 金額   

報告セグメント計 503,755  

セグメント間取引消去 3,346  

のれんの償却額 △25,599  

四半期連結損益計算書の営業利益 481,502  

（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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