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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 37,380 △2.0 △165 ― △242 ― △301 ―

22年3月期第3四半期 38,160 △10.7 406 △75.0 267 △84.2 60 △93.6

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 △10.35 ―

22年3月期第3四半期 2.09 ―

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 42,273 16,968 40.1 582.39
22年3月期 42,277 17,854 42.1 612.58

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  16,931百万円 22年3月期  17,810百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

13.00 13.00

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 61,000 4.0 2,600 2.0 2,500 3.5 1,450 3.3 49.87



(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。 
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連結財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※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「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「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 29,172,000株 22年3月期  29,172,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  99,935株 22年3月期  97,422株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 29,073,277株 22年3月期3Q 29,077,213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 

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 ………………………………………………………………６ 

【第３四半期連結累計期間】 

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

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………７ 

  

○添付資料の目次

ホーチキ株式会社(6745)　平成23年３月期　第３四半期決算短信

1



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、外需や政府の景気刺激策による企業業績の改善な
どにより、緩やかな回復基調で推移していると思われるものの、雇用・所得環境は依然として厳しく、
円高の進行やデフレの影響により先行き不透明感を払拭できない状況が続いております。 
当業界におきましても、公共投資は低迷しており、民間設備投資は持ち直しに転じつつあるものの、

建築工事費は依然として厳しい状況が続いております。 
このような状況のもと、当社グループは、全社を挙げて営業活動を推進してまいりました結果、受注

高は47,330百万円(前年同四半期比7.6％増)、売上高は37,380百万円(同2.0％減)となりました。 
利益につきましては、売上高の減少と価格競争の激化にともなう原価率悪化の影響を受け営業損失

165百万円、経常損失242百万円、四半期純損失301百万円となりました。 
  

当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末の残高と比べ3百万円減少
し、42,273百万円となりました。これは主に、未成工事支出金が増加したものの、受取手形及び売掛金
が減少したこと等によるものであります。 
負債の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ882百万円増加し、25,305百万円となり

ました。これは主に、支払手形及び買掛金や流動負債のその他に含まれる未成工事受入金が増加したも
のの、未払法人税等が減少したこと等によるものであります。 
また、純資産の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ886百万円減少し、16,968百万

円となりました。これは主に、利益剰余金が減少したこと等によるものであります。 
  

わが国経済の景気の動向は依然として不透明であり、当業界におきましても引続き厳しい状況が続く
ことが予想されます。 
当社グループの属する建設事業の特性として、特に第４四半期に売上高が集中するという季節的要因

等を勘案し、通期の業績予想の見直しを行った結果、現時点では平成22年５月14日に公表いたしました
通期の業績予想の変更はありません。 
  

  

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。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が
ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
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
する方法によっております。 

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 
 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、前連結会計年度に使用した将来の業績予
想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

①「持分法に関する会計基準」の適用 

第１四半期連結会計期間より「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３月10

日)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

②「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。 

これにより、税金等調整前四半期純損失は47百万円増加しております。 

  

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
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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 4,304,589 4,535,892

受取手形及び売掛金 12,039,477 14,893,036

製品 2,060,681 2,391,183

仕掛品 615,129 374,025

原材料 2,512,426 2,676,536

未成工事支出金 6,777,174 3,659,050

その他 1,390,535 1,417,753

貸倒引当金 △89,623 △107,940

流動資産合計 29,610,392 29,839,538

固定資産

有形固定資産

土地 4,042,161 4,053,909

その他（純額） 2,677,650 2,896,799

有形固定資産合計 6,719,812 6,950,709

無形固定資産 1,027,815 690,582

投資その他の資産

その他 5,136,024 5,054,248

貸倒引当金 △220,326 △257,632

投資その他の資産合計 4,915,698 4,796,616

固定資産合計 12,663,325 12,437,908

資産合計 42,273,718 42,277,446

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,617,247 7,662,248

短期借入金 255,532 210,000

未払法人税等 106,920 809,581

役員賞与引当金 － 50,900

工事損失引当金 152,715 41,100

その他 8,121,146 7,411,815

流動負債合計 17,253,561 16,185,646

固定負債

長期借入金 1,432,500 1,590,000

退職給付引当金 5,297,694 5,361,267

役員退職慰労引当金 22,576 19,966

その他 1,299,035 1,265,907

固定負債合計 8,051,806 8,237,141

負債合計 25,305,368 24,422,787
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,798,000 3,798,000

資本剰余金 2,728,707 2,728,707

利益剰余金 12,143,205 12,822,247

自己株式 △51,923 △50,809

株主資本合計 18,617,990 19,298,144

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 35,954 50,131

土地再評価差額金 △834,785 △834,785

為替換算調整勘定 △887,614 △702,958

評価・換算差額等合計 △1,686,445 △1,487,611

少数株主持分 36,805 44,125

純資産合計 16,968,349 17,854,658

負債純資産合計 42,273,718 42,277,446
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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 38,160,885 37,380,380

売上原価 26,353,010 26,268,082

売上総利益 11,807,875 11,112,298

販売費及び一般管理費

給料及び手当 4,403,765 4,356,427

その他 6,997,226 6,921,126

販売費及び一般管理費合計 11,400,991 11,277,553

営業利益又は営業損失（△） 406,884 △165,255

営業外収益

受取利息 2,659 2,325

受取配当金 21,487 29,133

持分法による投資利益 － 17

負ののれん償却額 2,658 2,658

その他 40,992 45,575

営業外収益合計 67,798 79,710

営業外費用

支払利息 19,772 24,509

持分法による投資損失 14,864 －

手形売却損 36,993 －

支払手数料 53,054 －

為替差損 － 42,017

その他 82,533 90,826

営業外費用合計 207,218 157,353

経常利益又は経常損失（△） 267,464 △242,899

特別利益

貸倒引当金戻入額 44,944 29,642

投資有価証券売却益 22 1,490

有形固定資産売却益 － 37

特別利益合計 44,967 31,170

特別損失

有形固定資産売却損 97 －

有形固定資産除却損 3,032 16,273

投資有価証券評価損 57,143 67,860

会員権評価損 － 1,700

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 47,979

特別損失合計 60,273 133,813

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（△）

252,158 △345,541

法人税、住民税及び事業税 162,399 186,448

法人税等調整額 35,191 △223,599

法人税等合計 197,591 △37,151

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △308,390

少数株主損失（△） △6,268 △7,318

四半期純利益又は四半期純損失（△） 60,835 △301,071
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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) 
該当事項はありません。 

  

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) 
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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