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1.  平成24年9月期第1四半期の連結業績（平成23年9月21日～平成23年12月20日） 

（注）平成23年９月期第１四半期は、非連結での業績を発表しておりましたが、平成24年９月期第１四半期は連結での業績発表となります。そのため、平成23年
９月期第１四半期の連結経営成績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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 ％

24年9月期第1四半期 4,762 ― 706 ― 715 ― 343 ―

23年9月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年9月期第1四半期 341百万円 （―％） 23年9月期第1四半期 ―百万円 （―％）

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

24年9月期第1四半期 68.52 68.37
23年9月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第1四半期 16,961 10,576 62.4
23年9月期 15,352 10,347 67.4

（参考） 自己資本   24年9月期第1四半期  10,576百万円 23年9月期  10,347百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年9月期 ― 0.00 ― 22.50 22.50
24年9月期 ―

24年9月期（予想） 0.00 ― 22.50 22.50

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年9月21日～平成24年9月20日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
（注）平成23年９月期の第２四半期（累計）において連結財務諸表を作成しておりませんので、平成24年９月期の第２四半期（累計）の対前年同四半期増減率は
記載しておりません。 

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

第2四半期(累計) 8,377 ― 802 ― 807 ― 438 ― 87.56
通期 15,050 15.2 1,192 18.2 1,204 16.7 650 20.9 129.70



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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仮定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、添付資
料２ページ「１．当四半期決算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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年9月期1Q 5,011,760 株 23年9月期 5,011,760 株

② 期末自己株式数 24年9月期1Q 169 株 23年9月期 169 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期1Q 5,011,591 株 23年9月期1Q 5,005,667 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 
 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による供給不足を克服し、製造業を中心に順調
に回復しつつあるものの、欧州の政府債務危機などによる海外経済の減速や円高進行による輸出産業の低迷のほ
か、原子力災害の影響や電力供給の制約により、企業を取り巻く環境は依然として不透明な状況を呈しておりま
す。 
 このような状況のなか、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、震災直後に設置した災害対
策本部を中心に、東北・北関東地区の営業拠点を強化し、河川護岸材等の環境保護・防災工事関連製品を中心に好
調に推移しました。また、昨年４月に100％子会社化した北原電牧株式会社との連携強化を図った結果、鳥獣害対
策製品等についても好調に推移しております。 
 テクニカルサービス事業につきましては、タイ洪水の影響のほか、競合する海外品の増加や価格競争による販売
単価の低下により主力製品のワイピングクロスの売上が低迷するなど、厳しい事業環境で推移しました。 
 その他の事業では、タイ洪水の影響による自動車関連資材の一時的な落ち込みも回復し、従来から進めていた新
製品の開発、新規案件の発掘の効果が見られ、業績は順調に推移いたしました。 
  

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 百万円となりました。利益面におきましては、営業利益
は 百万円、経常利益は 百万円、四半期純利益は 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。 
  
（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「安心・安全」、「防災・減災」、「補修・
補強」、「自然環境」のニーズに応える当社グループの製品は市場から一定の評価を受けております。特に災害復
旧関連製品のほか、子会社である北原電牧株式会社の取り扱う鳥獣害対策製品等が好調でありました。その結果、

売上高は 百万円、営業利益は 百万円となりました。 
  
（テクニカルサービス事業） 
 テクニカルサービス事業では、厳しい事業環境のなか、新規取引先の開拓及びコスト削減等の効率化を進めた結

果、売上高は 百万円、営業利益は 百万円となりました。 
  
（その他の事業） 

 その他の事業では、新規取引先の開拓のほか、コストダウン効果により、売上高は 百万円、営業利益は 百
万円となりました。 

  
（注）前第１四半期累計期間は四半期財務諸表を作成していたため、前年同四半期との比較・分析は行っておりま
せん。 

  
（２）連結財政状態に関する定性的情報 
（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円と
なりました。これは主に、受取手形及び売掛金が 百万円増加したことによるものであります。 
  
（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円とな
りました。これは主に、支払手形及び買掛金が 百万円、短期借入金が 百万円それぞれ増加したことによるも
のであります。 
  
（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円と
なりました。これは主に、利益剰余金が 百万円増加したこと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 
 連結業績予想につきましては、平成23年11月２日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通
期の連結業績予想に変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

4,762
706 715 343

4,379 773

169 34

212 30

1,608 16,961
1,668

1,379 6,384
468 900

228 10,576
230
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
該当事項はありません。 

   
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。   
  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年９月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月20日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,629,062 2,574,700 
受取手形及び売掛金 4,779,257 6,447,336 
商品及び製品 1,561,263 1,567,450 
仕掛品 222,234 390,655 
原材料及び貯蔵品 1,248,339 1,181,933 
繰延税金資産 200,381 120,246 
その他 84,584 71,136 
貸倒引当金 △12,601 △11,544 

流動資産合計 10,712,523 12,341,916 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 3,168,314 3,184,315 
減価償却累計額 △2,070,386 △2,091,394 

建物及び構築物（純額） 1,097,927 1,092,921 

機械装置及び運搬具 2,315,697 2,315,753 
減価償却累計額 △1,949,844 △1,976,932 

機械装置及び運搬具（純額） 365,853 338,820 
土地 1,546,710 1,546,710 
建設仮勘定 124,780 155,671 
その他 963,389 1,002,797 
減価償却累計額 △862,265 △881,371 

その他（純額） 101,124 121,426 

有形固定資産合計 3,236,397 3,255,550 
無形固定資産   
のれん 264,619 245,886 
ソフトウエア 46,674 291,786 
ソフトウエア仮勘定 219,520 － 
その他 21,102 20,685 
無形固定資産合計 551,917 558,358 

投資その他の資産   
投資有価証券 321,786 320,120 
繰延税金資産 372,425 326,633 
その他 186,317 186,710 
貸倒引当金 △28,508 △28,253 

投資その他の資産合計 852,020 805,211 

固定資産合計 4,640,334 4,619,120 

資産合計 15,352,858 16,961,036 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月20日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 2,873,225 3,342,181 
短期借入金 － 900,000 
未払金 566,368 585,602 
未払法人税等 148,120 261,127 
賞与引当金 300,549 127,497 
設備関係支払手形 124,121 68,096 
その他 100,271 207,767 
流動負債合計 4,112,656 5,492,274 

固定負債   
繰延税金負債 46,046 35,771 
役員退職慰労引当金 622,166 624,611 
退職給付引当金 223,265 230,769 
その他 1,019 951 
固定負債合計 892,496 892,102 

負債合計 5,005,152 6,384,377 

純資産の部   
株主資本   
資本金 1,035,567 1,035,567 
資本剰余金 995,195 995,195 
利益剰余金 8,326,741 8,557,370 
自己株式 △162 △162 

株主資本合計 10,357,340 10,587,970 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 △9,635 △11,311 

その他の包括利益累計額合計 △9,635 △11,311 

純資産合計 10,347,705 10,576,659 

負債純資産合計 15,352,858 16,961,036 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月21日 
 至 平成23年12月20日) 

売上高 4,762,567 
売上原価 2,913,137 
売上総利益 1,849,430 
販売費及び一般管理費 1,143,354 
営業利益 706,075 

営業外収益  
受取利息 1,320 
受取配当金 1,010 
為替差益 3,833 
受取保険料 2,857 
その他 1,298 
営業外収益合計 10,321 

営業外費用  
支払利息 376 
減価償却費 488 
営業外費用合計 865 

経常利益 715,532 
特別損失  
固定資産売却損 16 
固定資産除却損 45 
投資有価証券売却損 30 
特別損失合計 92 

税金等調整前四半期純利益 715,439 

法人税、住民税及び事業税 256,733 
法人税等調整額 115,316 
法人税等合計 372,049 

少数株主損益調整前四半期純利益 343,390 

四半期純利益 343,390 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月21日 
 至 平成23年12月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 343,390 
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 △1,676 

その他の包括利益合計 △1,676 

四半期包括利益 341,714 

（内訳）  
親会社株主に係る四半期包括利益 341,714 
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 該当事項はありません。 

   

 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年９月21日 至 平成23年12月20日） 
 １．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  

（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、不織布事業を含んでおりま
す。 

２．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。な
お、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。 
  

 ２．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 
  該当事項はありません。 

  
 前第３四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期連結累計期間については
記載しておりません。  

  

 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）セグメント情報等

  （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 

テクニカル 
サービス事業

計 

売上高             

外部顧客への売上高  4,379,740  169,944  4,549,684  212,882  4,762,567  －  4,762,567

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 3,103  16  3,119  50,680  53,800  △53,800  －

計  4,382,843  169,960  4,552,804  263,563  4,816,368  △53,800  4,762,567

セグメント利益  773,929  34,841  808,770  30,138  838,909  △132,833  706,075

△132,833

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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