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問合せ先責任者 (役職名) 専務 取締 役 兼 経営 管理 本 部 長 (氏名) 森山 明 (TEL)0776-51-3535 

四半期報告書提出予定日 平成 23年８月３日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有・無 

四半期決算説明会開催の有無 ：有・無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成 23年９月期第３四半期の連結業績（平成 22年９月 21日～平成 23年６月 20日） 
（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９月期第３四半期 9,846  1.3 780 △36.2 800 △34.9 412 △36.4 
22年９月期第３四半期 9,717   － 1,224   － 1,230   － 649   － 

 

 
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９月期第３四半期  82 47  82 21 
22年９月期第３四半期 260 48  260 25 

（注）１．21年９月期第３四半期は非連結での業績発表を行っておりますので、22年９月期第３四半期の対前 
年同四半期増減率については記載しておりません。 

２．当社は、平成 22年９月 21日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 
 
（２）連結財政状態 

 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９月期第３四半期 14,962 10,201 68.2 2,035.63 
22年９月期 13,970 9,918 71.0 3,962.79 

(参考)自己資本 23年９月期第３四半期     10,201百万円 22年９月期     9,918百万円 

（注）当社は、平成 22年９月 21日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 
 
２．配当の状況 

 
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９月期 － 0.00 － 45.00 45.00    
23年９月期 － 0.00 －      

23年９月期(予想)    22.50 22.50    

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

（注）当社は、平成 22 年９月 21 日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。平成
22年９月期末の１株当たり配当金については、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。 

 
 
 
 
 
 
 



 

３．平成 23年９月期の連結業績予想（平成 22年９月 21日～平成 23年９月 20日） 
（％表示は、対前期増減率） 

 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 13,150 4.2 970 △34.2 990 △33.3 550 △31.9 109 84 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

  

４．その他  （詳細は、【添付資料】３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

  新規 ― 社（社名         ）、 除外 ― 社（社名         ） 

（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・無 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年９月期３Ｑ 5,011,760株 22年９月期 2,502,880株 

② 期末自己株式数 23年９月期３Ｑ 169株 22年９月期 28株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年９月期３Ｑ 5,007,161株 22年９月期３Ｑ 2,492,812株 

（注）当社は、平成 22年９月 21日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 
 
 
※ 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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

 
※ 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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

・当社は、平成 22年９月 21日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

・当社は、平成 21 年 11 月 20 日公表の「100％子会社との合併に関するお知らせ」のとおり、平成 22 年９月

21 日にマグネ株式会社を吸収合併したため、連結子会社がなくなりました。このため、平成 23 年９月期第

1四半期累計期間及び第２四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

・当社は、平成 23 年２月３日公表の「北原電牧株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」のと

おり、平成 23 年４月１日に株式を取得し連結子会社化したため、当第３四半期連結会計期間より四半期連

結財務諸表を作成しております。 

・平成 23年９月期の連結業績予想につきましては、本日付の開示資料「平成 23年９月期（連結・個別）業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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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わが国経済は、東日本大震災の影響により経済全体の先行きが不透明な状況
にあるなかで、震災で傷ついたサプライチェーンの復旧に目途が立ったことから、生産活動などは回復基調をたど
りつつありました。しかしながら、長引く円高や株式市場の低迷のほか、電力不足や雇用情勢悪化の懸念が払拭で
きず、また個人消費も引続き弱さが見られるなど、厳しい状況で推移いたしました。  
 このような状況のなか、当社は、震災発生直後に災害対策本部を設置し、社会資本の整備・維持に携わる会社と
して、当社の持てる各分野の技術を駆使することにより被災地の早期正常化を図るべく被害状況の確認を迅速に進
めてまいりました。そのなかで、当社グループの主事業である環境資材事業におきましては、主力商品である盛土
補強材のほか、コンクリート構造物の補修・補強材料について、昨今の政局の混迷により公共事業予算の執行が遅
れた結果売上が低迷し、また、原材料の高騰や価格競争による販売単価の低下により非常に厳しい事業環境で推移
しました。 
 その他の事業では、新商品の開発、新規案件の発掘に努めましたが、東日本大震災による自動車工場稼働停止の
影響により販売が落ち込んだ結果、業績は低位に推移しました。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,846百万円（前年同期比1.3％増）となりました。利益面にお
きましては、営業利益は780百万円（同36.2％減）、経常利益は800百万円（同34.9％減）、四半期純利益は412百
万円（同36.4％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。 
（環境資材事業） 
 環境資材事業では、厳しい経営環境が続くなかにあっても、新たな「防災・安心・安全」のニーズに応える当社
の製品は市場から一定の評価を受けており、また、河川護岸材等の環境保護・防災工事関連製品については、緊急
の震災復旧資材として受け入れられております。この結果、売上高は8,785百万円、営業利益は1,013百万円となり
ました。なお、平成23年４月１日に鳥獣害対策製品、電気柵、放牧施設等の製造・販売の北原電牧株式会社を
100％子会社化し、今後拡大が期待される事業への積極的な展開を目指しております。 
（その他の事業） 
 その他の事業では、売上高は1,060百万円、営業利益は140百万円となりました。 

  
（２）連結財政状態に関する定性的情報 
①資産、負債及び純資産の状況 
（資産） 
当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して991百万円増加し14,962百万円
となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が594百万円、たな卸資産が882百万円、有形固定資産が276百万
円それぞれ増加したものの、現金及び預金が778百万円、投資有価証券が92百万円それぞれ減少したことによるも
のであります。 
（負債） 
当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して708百万円増加し4,761百万円と
なりました。これは主に、支払手形及び買掛金が862百万円、未払金が47百万円、賞与引当金が84百万円それぞれ
増加したものの、未払法人税等が276百万円減少したことによるものであります。 
（純資産） 
当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比較して283百万円増加し10,201百万
円となりました。これは主に、利益剰余金が282百万円増加したことによるものであります。 
  
②キャッシュ・フローの状況  
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して98百万円減少し
2,041百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動に使用されたキャッシュ・フローは、31百万円（前年同期は782百万円の獲得）となりました。これ
は、税金等調整前四半期純利益815百万円、減価償却費264百万円、仕入債務の増加額579百万円等の収入と、売上
債権の増加額320百万円、たな卸資産の増加額646百万円、法人税等の支払額703百万円等の支出によるものであり
ます。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動によって得られたキャッシュ・フローは、324百万円（前年同期は672百万円の使用）となりました。こ
れは、定期預金の払戻による収入900百万円、投資有価証券の売却による収入101百万円等の収入と、定期預金の預
入による支出200百万円、有形固定資産の取得による支出281百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出359百万円等の支出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） 
 財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、391百万円（前年同期比156.5％増）となりました。これは、短期
借入金の純減少額250百万円、長期借入金の返済による支出32百万円、配当金の支払額112百万円等によるものであ
ります。  

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年９月期の連結業績予想につきましては、本日付の開示資料「平成23年９月期通期（連結・個別）業績予
想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
該当事項はありません。 
（注）当社は、第３四半期連結会計期間より北原電牧株式会社を連結子会社とし、連結決算による開示に変更し

ております。 
   なお、北原電牧株式会社は、開示府令第19条第10項に規定する特定子会社に該当いたしません。 

  
（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 
・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、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定する方法によっております。 
 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おります。 
・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。 
 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、
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場合に、前事業年度決算において使用した将来
の業績予想やタックス・プラニングを利用する方法により算定しております。なお、前事業年度以降に経営環
境等に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められる場合には、前事業年度
決算において使用した将来の業績予想やタックス・プラニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用
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。 

  
（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ありません。  
②企業結合に関する会計基準等の適用 
 第１四半期会計期間より、「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）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。 

  

２．その他の情報

前田工繊㈱（7821）　平成23年９月期　第３四半期決算短信

- 3 -



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23年６月20日) 

前連結会計年度末に係る 
連結貸借対照表 
(平成22年９月20日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,661,606 3,440,008 
受取手形及び売掛金 4,963,269 4,368,859 
商品及び製品 1,414,232 1,088,894 
仕掛品 281,473 180,281 
原材料及び貯蔵品 922,719 466,303 
繰延税金資産 243,595 228,616 
その他 37,450 45,393 
貸倒引当金 △12,309 △18,004 

流動資産合計 10,512,037 9,800,352 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 3,148,483 2,826,304 
減価償却累計額 △2,049,638 △1,751,373 

建物及び構築物（純額） 1,098,845 1,074,930 

機械装置及び運搬具 2,298,237 2,134,320 
減価償却累計額 △1,908,584 △1,773,361 

機械装置及び運搬具（純額） 389,652 360,959 

土地 1,553,931 1,350,518 
建設仮勘定 18,408 22,552 
その他 959,935 837,410 
減価償却累計額 △840,916 △743,030 

その他（純額） 119,018 94,379 

有形固定資産合計 3,179,856 2,903,340 

無形固定資産   
ソフトウエア 52,423 69,562 
のれん 283,351 241,452 
その他 110,119 22,219 
無形固定資産合計 445,894 333,233 

投資その他の資産   
投資有価証券 337,814 430,619 
繰延税金資産 331,803 365,960 
その他 192,494 187,503 
貸倒引当金 △37,101 △50,057 

投資その他の資産合計 825,010 934,025 

固定資産合計 4,450,761 4,170,599 

資産合計 14,962,798 13,970,952 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成23年６月20日) 

前連結会計年度末に係る 
連結貸借対照表 
(平成22年９月20日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 2,821,810 1,959,793 
未払金 450,534 402,657 
未払法人税等 113,591 389,841 
賞与引当金 404,984 320,196 
設備関係支払手形 53,574 65,185 
その他 82,016 104,083 
流動負債合計 3,926,511 3,241,757 

固定負債   
役員退職慰労引当金 619,063 613,907 
退職給付引当金 215,473 196,999 
固定負債合計 834,537 810,906 

負債合計 4,761,049 4,052,664 

純資産の部   
株主資本   
資本金 1,035,567 1,033,512 
資本剰余金 995,195 993,140 
利益剰余金 8,184,407 7,901,698 
自己株式 △162 △40 

株主資本合計 10,215,006 9,928,309 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △13,257 △10,021 

評価・換算差額等合計 △13,257 △10,021 

純資産合計 10,201,749 9,918,287 

負債純資産合計 14,962,798 13,970,952 
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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９月21日 
 至 平成22年６月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月21日 
 至 平成23年６月20日) 

売上高 9,717,412 9,846,148 
売上原価 5,725,129 6,081,658 
売上総利益 3,992,283 3,764,489 

販売費及び一般管理費 2,768,245 2,983,564 
営業利益 1,224,038 780,925 
営業外収益   
受取利息 4,793 5,132 
受取配当金 1,263 1,369 
業務受託料 － 4,766 
保険解約返戻金 － 6,626 
その他 4,111 5,472 
営業外収益合計 10,168 23,367 

営業外費用   
支払利息 13 1,390 
為替差損 2,448 － 
減価償却費 1,599 1,557 
その他 24 487 
営業外費用合計 4,086 3,434 

経常利益 1,230,120 800,857 

特別利益   
固定資産売却益 11 20 
投資有価証券売却益 － 58 
貸倒引当金戻入額 － 14,812 
抱合せ株式消滅差益 － 17,595 

特別利益合計 11 32,487 

特別損失   
固定資産売却損 100 217 
固定資産除却損 9,540 166 
投資有価証券売却損 － 395 
投資有価証券評価損 － 16,170 
ゴルフ会員権評価損 650 － 
その他 － 600 
特別損失合計 10,290 17,549 

税金等調整前四半期純利益 1,219,840 815,795 

法人税、住民税及び事業税 560,671 436,223 
法人税等調整額 9,846 △33,361 

法人税等合計 570,517 402,862 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 412,933 

四半期純利益 649,323 412,933 
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（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９月21日 
 至 平成22年６月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月21日 
 至 平成23年６月20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 1,219,840 815,795 
減価償却費 276,591 264,100 
長期前払費用償却額 567 264 
のれん償却額 30,992 45,297 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,682 △35,077 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,902 △44,643 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,838 10,835 
賞与引当金の増減額（△は減少） 64,642 80,792 
受取利息及び受取配当金 △6,057 △6,502 
支払利息 13 1,390 
為替差損益（△は益） 2,448 364 
保険返戻金 － △6,626 
抱合せ株式消滅差損益（△は益） － △17,595 
有形固定資産売却損益（△は益） 89 196 
有形固定資産除却損 9,540 166 
投資有価証券売却損益（△は益） － 337 
投資有価証券評価損益（△は益） － 16,170 
売上債権の増減額（△は増加） △275,214 △320,473 
たな卸資産の増減額（△は増加） △38,764 △646,153 
仕入債務の増減額（△は減少） 84,584 579,523 
その他 △12,376 △70,257 

小計 1,364,152 667,905 

利息及び配当金の受取額 4,917 5,205 
利息の支払額 △20 △504 
法人税等の支払額 △586,151 △703,861 

営業活動によるキャッシュ・フロー 782,898 △31,255 

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 △743,153 △200,000 
定期預金の払戻による収入 850,000 900,000 
有形固定資産の取得による支出 △153,941 △281,087 
有形固定資産の売却による収入 2,568 22,046 
無形固定資産の取得による支出 △13,350 △95,054 
投資有価証券の取得による支出 △154,932 △300 
投資有価証券の売却による収入 － 101,211 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 △461,796 △359,989 

保険積立金の積立による支出 △1,935 △1,932 
保険積立金の解約による収入 － 239,340 
貸付金の回収による収入 4,000 － 
その他 － 20 

投資活動によるキャッシュ・フロー △672,540 324,255 

前田工繊㈱（7821）　平成23年９月期　第３四半期決算短信

- 7 -



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成22年６月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月21日 
 至 平成23年６月20日) 

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） － △250,000 
長期借入金の返済による支出 △104,825 △32,507 
新株予約権の行使による株式の発行による収入 8,220 4,110 
自己株式の取得による支出 － △121 
配当金の支払額 △55,904 △112,625 

財務活動によるキャッシュ・フロー △152,509 △391,144 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,448 △364 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △44,599 △98,509 

現金及び現金同等物の期首残高 1,929,356 2,140,008 
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,884,757 2,041,499 
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  該当事項はありません。  

   

（事業の種類別セグメント情報） 
前第３四半期連結累計期間（自 平成21年９月21日 至 平成22年６月20日） 

（注）１．事業区分の方法 
      事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 
   ２．各区分に属する主要な製品 
    （1） 環境資材事業・・・盛土補強材、土木シート、接着アンカー、海洋汚濁防止膜、オイルフェンス、 
                暗渠排水材、多機能特殊ポリマーセメントモルタル、植生製品、間伐材製品 
    （2） 産業資材事業・・・細巾織物二次製品、精密機器洗浄用ワイピングクロス、不織布   
  
（所在地別セグメント情報）  
 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年９月21日 至 平成22年６月20日）において、本邦以外の国又は地域
に所在する連結子会社及び重要な支店がないため、該当事項はありません。 
  
（海外売上高）  
 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年９月21日 至 平成22年６月20日）において、海外売上高は、連結売
上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  環境資材事業 
（千円）  

産業資材事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  8,584,743  1,132,669  9,717,412  －  9,717,412

(2）
 

セグメント間の内部売上
高又は振替高  200  105,852  106,052  (106,052)  －

  計  8,584,943  1,238,521  9,823,465  (106,052)  9,717,412

 営業利益  1,441,607  131,380  1,572,988  (348,950)  1,224,038
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（セグメント情報）  
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、取り扱う製品・サービスに基づき、その経済的特徴等を考慮した事業の種類別セグメントから構成され
ており、集約基準及び量的基準に基づき「環境資材事業」のみを報告セグメントとしております。 
 「環境資材事業」は、盛土補強材、土木シート、接着アンカー、水質汚濁防止膜、オイルフェンス、プラスチッ
ク擬木、暗渠排水材、多機能特殊ポリマーセメントモルタル、植生製品、間伐材製品、鳥獣害対策製品等を生産・
販売しております。 
  

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９月21日 至 平成23年６月20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、不織布事業、テクニカルサ
ービス事業を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△373,233千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△374,733千円
が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
    
３．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３四半期連結累計期間（自 平成22年９月21日 至 平成23年６月20日） 
（のれんの金額の重要な変動） 
 当第３四半期連結累計期間において、北原電牧株式会社の株式を取得したため、環境資材事業セグメントにて
のれんを認識しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、87,197千円であります。   

   
（追加情報） 
 第１四半期会計期間より、「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。  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
 その他 
（注）１ 

 合計 調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３  環境資材事業 

売上高           

外部顧客への売上高  8,785,846  1,060,301  9,846,148 －  9,846,148

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 5  124,378  124,383  △124,383 － 

計  8,785,851  1,184,679  9,970,531  △124,383  9,846,148

セグメント利益  1,013,399  140,759  1,154,158  △373,233  780,925

（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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