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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 6,074 △7.3 288 △61.6 235 △65.4 140 △66.4
22年3月期第3四半期 6,556 2.2 750 192.9 681 325.7 417 232.5

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 6.84 ―
22年3月期第3四半期 20.33 ―

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 8,720 2,258 25.9 109.93
22年3月期 8,778 2,160 24.6 105.14

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,258百万円 22年3月期  2,160百万円

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 ― 2.00 2.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想） 2.00 2.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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 8,000 △5.4 378 △51.2 301 △56.1 165 △58.4 8.03



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「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 20,687,400株 22年3月期  20,687,400株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  140,742株 22年3月期  133,793株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 20,549,019株 22年3月期3Q 20,557,872株

※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る。 

※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る。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）３ページ「業績予想に関する定性的情報」を参照。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、リーマンショック後の緩やかな回復基調から、海外景気の下振れ

懸念や円高の長期化による輸出の鈍化、加えてエコカーの補助金など景気対策の一部が終わった影響もあり、景気

回復の足取りにブレーキがかかり足踏み状態となった。 

 当社が属する仮設業界においては、平成21年６月に施行された労働安全衛生規則の改正に伴い安全仮設機材の需

要が拡大してきたが、ここにきて特需は徐々に解消しつつある。仮設機材の賃貸については、価格競争の激化に伴

う貸付単価の一層の下落により厳しい状況が続いている。 

 主要顧客先の建設業界では、国と地方の深刻な財政悪化により、公共事業予算が大幅に削減されたことで低調に

推移している。 

 また、当社の一方の柱である鉄構事業が属する住宅業界では、各種の政策効果もあり持ち直しているが、平成21

年４月に開始された住宅ローン減税において、省エネ性や耐震性、バリアフリー性に優れた長期優良住宅が優遇さ

れるため、各社共に高付加価値住宅の提供に向けて激しい競争が続いている。 

このような経済環境の中にあり、当第３四半期累計期間の業績は売上高60億７千４百万円（前年同四半期比

7.3％減）と減収となり、売上総利益11億４千３百万円（前年同四半期比29.4％減）と減少した。 

 また、営業利益２億８千８百万円（前年同四半期比61.6％減）、経常利益２億３千５百万円（前年同四半期比

65.4％減）、四半期純利益１億４千万円（前年同四半期比66.4％減）とそれぞれ大幅な減益となった。 

 減益となった主な要因は、売上高の減少と売上総利益率の低下によるものである。売上高の減少要因は、安全仮

設機材の需要が減少したことと、販売価格及び貸付単価が下落したことが挙げられる。また、売上総利益率の低下

要因としては、主に原材料価格の上昇が挙げられる。 

またセグメントの業績は以下のとおりである。 

① 仮設機材販売 

 労働安全衛生規則改正があった前年同四半期と比べ、安全仮設機材の売上が大きく減少したことにより、売上高

16億８千５百万円、セグメント利益８千８百万円となった。 

② 仮設機材賃貸 

 新規着工件数が伸び悩む中、貸与資産（賃貸機材）稼働率は前年同四半期比で増加したものの、貸付単価の一層

の下落等による減収の結果、売上高は17億４千５百万円、セグメント利益は１億７千４百万円となった。 

③ 開発営業 

 当事業年度から新たに立ち上げたばかりの部門であり、まだ収益基盤が確立されていない中、売上高は３億５百

万円、セグメント損失は１千６百万円となった。 

④ 鉄構営業 

 前年同四半期と比べて、売上高は23億３千７百万円と増収となったが、セグメント利益は４千３百万円となっ

た。 
  

当第３四半期会計期間末の総資産は87億２千万円となり、前事業年度末に比べ５千８百万円減少した。 

 これは主に、福岡機材センターの用地売却により土地が１億４千１百万円減少したことによるものである。 

 負債合計は64億６千１百万円となり、前事業年度末に比べ１億５千５百万円減少した。これは主に未払法人税等

が２億８千７百万円減少したことによるものである。 

 純資産合計は前事業年度末の21億６千万円から９千７百万円増加し、22億５千８百万円となり、自己資本比率は

前事業年度末の24.6％から25.9％に増加した。 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ９千万円増加の９億４千２百万円

となった。活動別のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりである。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 主な増加要因として、税引前四半期純利益２億７千９百万円、減価償却費の計上３億５千万円、仕入債務の増加

２億８千８百万円が挙げられる。  

 主な減少要因として、法人税等の支払３億９千２百万円、売上債権の増加による６千７百万円が挙げられる。  

 以上の要因により営業活動によるキャッシュ・フローは、３億９千１百万円の収入（前年同四半期は12億７千５

百万円の収入）となった。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 主な増加要因として、福岡機材センターの土地一部売却に伴う残金１億９千４百万円が挙げられる。 

 主な減少要因として、貸与資産（賃貸機材）の新規投資、その他有形固定資産の取得による支出３億７百万円が

挙げられる。 

 以上の要因により投資活動によるキャッシュ・フローは、１億１千２百万円の支出（前年同四半期は３億１千万

円の支出）となった。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 短期借入れは、当座借越利用の増額、新たに手形貸付契約による調達を行ったことにより、前事業年度末と比べ

て２億２千万円の増加となった。長期借入れは、シンジケートローンの約定返済により、前事業年度末と比べて３

億５千１百万円減少となった。 

 また、リース資産の債務の返済による支出と配当金の支払による支出があり、以上の要因により財務活動による

キャッシュ・フローは、１億８千８百万円の支出（前年同四半期は３億３千７百万円の支出）となった。 
  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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通期の業績予想については、平成22年11月12日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりである。今

後、何らかの変化がある場合には適切に開示するものとする。 
  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、

前事業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いる。 

②棚卸資産の評価方法 

当第３四半期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、第２四半期会計期間末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算出する方法によっている。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低

下が明らかなものについてのみ正味売却可能価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっている。 

  

１．会計処理の原則・手続の変更 

「資産除去債務に関する会計基準等の適用」 

 第１四半期会計期間より、「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）を適用してい

る。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益及び経常利益に与える影響は軽微であるが、税引前四半期純利益

は２千７百万円減少している。 

２．表示方法の変更 

（四半期貸借対照表） 

 前第３四半期会計期間において投資その他の資産に「破産更生債権等」「繰延税金資産」を表示していたが、金

額に重要性がないため当第３四半期会計期間より「その他」に含めることとした。なお、当第３四半期会計期間の

投資その他の資産の「その他」に含まれる「破産更生債権等」は０百万円、「繰延税金資産」は０百万円である。 

 前第３四半期会計期間において流動負債に「リース債務」を表示していたが、金額に重要性がないため当第３四

半期会計期間より「その他」に含めることとした。なお、当第３四半期会計期間の流動負債の「その他」に含まれ

る「リース債務」は２千万円である。 

 前第３四半期会計期間において固定負債に「長期預り金」「リース債務」を表示していたが、金額に重要性がな

いため当第３四半期会計期間より「その他」に含めることとした。なお、当第３四半期会計期間の固定負債の「そ

の他」に含まれる「長期預り金」は１百万円、「リース債務」は７千６百万円である。 

  

該当事項なし。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 944 999

受取手形 976 837

売掛金 1,071 997

製品 450 569

仕掛品 161 107

原材料及び貯蔵品 420 319

繰延税金資産 16 53

その他 13 21

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 4,046 3,898

固定資産

有形固定資産

建物 1,888 1,871

減価償却累計額 △1,525 △1,484

建物（純額） 363 387

構築物 594 617

減価償却累計額 △553 △566

構築物（純額） 41 50

機械及び装置 2,257 2,253

減価償却累計額 △2,111 △2,078

機械及び装置（純額） 146 175

貸与資産 8,731 8,658

減価償却累計額 △8,027 △7,968

貸与資産（純額） 704 689

車両運搬具 97 102

減価償却累計額 △94 △100

車両運搬具（純額） 2 2

工具、器具及び備品 268 265

減価償却累計額 △253 △241

工具、器具及び備品（純額） 15 23

土地 3,177 3,318

リース資産 132 125

減価償却累計額 △33 △21

リース資産（純額） 99 104

有形固定資産合計 4,550 4,750

無形固定資産 6 8

中央ビルト工業㈱(1971)　平成23年３月期　第３四半期決算短信(非連結)

- 5 -



(単位：百万円)

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 19 21

その他 98 98

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 116 120

固定資産合計 4,673 4,879

資産合計 8,720 8,778

負債の部

流動負債

支払手形 1,149 1,010

買掛金 870 723

短期借入金 1,820 1,600

1年内返済予定の長期借入金 469 469

未払法人税等 48 335

賞与引当金 － 35

役員賞与引当金 13 19

その他 233 239

流動負債合計 4,604 4,433

固定負債

長期借入金 1,637 1,989

退職給付引当金 76 79

役員退職慰労引当金 39 28

その他 104 87

固定負債合計 1,857 2,183

負債合計 6,461 6,617

純資産の部

株主資本

資本金 275 275

資本剰余金 526 526

利益剰余金 1,471 1,372

自己株式 △13 △13

株主資本合計 2,259 2,160

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △0 0

評価・換算差額等合計 △0 0

純資産合計 2,258 2,160

負債純資産合計 8,720 8,778
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間
(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 6,556 6,074

売上原価 4,936 4,930

売上総利益 1,619 1,143

販売費及び一般管理費 869 854

営業利益 750 288

営業外収益

受取利息 2 3

受取配当金 1 1

受取地代家賃 3 3

雑収入 0 0

営業外収益合計 7 8

営業外費用

支払利息 69 57

雑支出 7 3

営業外費用合計 76 60

経常利益 681 235

特別利益

固定資産売却益 － 70

移転補償金 － 13

貸倒引当金戻入額 0 －

その他 － 0

特別利益合計 0 84

特別損失

固定資産除売却損 0 0

固定資産圧縮損 － 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26

その他 0 8

特別損失合計 0 41

税引前四半期純利益 681 279

法人税、住民税及び事業税 284 101

法人税等調整額 △20 37

法人税等合計 264 139

四半期純利益 417 140
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 681 279

減価償却費 308 350

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △35 △35

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 11

支払利息 69 57

受取利息及び受取配当金 △3 △4

売上債権の増減額（△は増加） △168 △67

たな卸資産の増減額（△は増加） △80 △36

仕入債務の増減額（△は減少） 309 288

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26

その他 85 △25

小計 1,172 837

利息及び配当金の受取額 3 4

退職年金資産の返還による収入 178 －

利息の支払額 △69 △57

法人税等の支払額 △10 △392

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,275 391

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 △352 △307

有形固定資産の売却による収入 － 194

その他 41 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △310 △112

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） 70 220

長期借入金の返済による支出 △351 △351

リース債務の返済による支出 △13 △14

配当金の支払額 △41 △41

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △337 △188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 627 90

現金及び現金同等物の期首残高 318 851

現金及び現金同等物の四半期末残高 946 942
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該当事項なし。 

  

該当事項なし。 

  

(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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