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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 5,951 29.2 334 786.8 360 586.1 258 ―

23年3月期第3四半期 4,605 △13.4 37 △88.8 52 △85.2 20 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 217百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △72百万円 （―％）

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3月期第3四半期 45.14 ―

23年3月期第3四半期 3.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 9,189 5,170 56.3
23年3月期 7,575 5,067 66.9

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  5,170百万円 23年3月期  5,067百万円

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3月期 ― ― ― 20.00 20.00
24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） 20.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成24年２月６日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 9,100 37.4 680 324.7 710 306.5 535 509.9 93.46



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧下さい。 

(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
半期報告書のレビュー手続は終了していません。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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3月期3Q 6,100,000 株 23年3月期 6,100,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 375,574 株 23年3月期 375,554 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 5,724,427 株 23年3月期3Q 5,746,354 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における国内経済は、東北地方を中心に道路や鉄道などのインフラ整備に向けた復興

需要の顕在化が見られたものの、欧州債務問題の長期化、円高による輸出の伸び悩み等による株式相場の低迷が続

き、総じて不安定な経済環境となりました。 

 住宅市場におきましては、住宅エコポイントや住宅ローン「フラット35Ｓ」の駆け込み需要も一巡し、新設住宅

着工戸数は９月以降、４ヶ月連続で前年同月を割り込む状況となりました。なお、年度の累計戸数では前年度を上

回り、緩やかな回復基調で推移しているものの長期的な着工戸数予想は、年間80～90万戸程度の低い水準が続くこ

とから、経営環境は依然として厳しい状況で推移すると思われます。 

 一方、中国の状況は、沿岸部での新設住宅着工数は減少したものの、中国政府による保障性住宅の整備等を背景

に内陸部での新設住宅着工戸数の増加は続いております。 

 このような環境の中、当社グループは国内においては新商品を積極的に販売するとともに、生産効率を高めるた

め、本社工場全ラインのレイアウト変更を行いました。 

 また、中国市場に関しましては、当第３四半期会計期間末までに昆山・青島両工場の設備増強を行いました。引

き続き旺盛な受注が続き、両工場はフル生産を続けております。 

 この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は5,951百万円（前年同期比29.2％増）、営業利益334百万円（同

786.8％増）、経常利益360百万円（同586.1％増）、四半期純利益に関しましては、繰延税金資産の取り崩しを行

った上で258百万円（同1,185.5％増）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。 

①日本 

 国内市場では、新商品を積極的に販売した結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,197百万円（前年同期

比8.1％増）となりました。また、セグメント利益につきましても68百万円（同156.9％増）となりました。 

②中国 

 中国市場においては好調な受注を背景にフル生産を行ったことから、当第３四半期連結累計期間の売上高は

1,754百万円（前年同期比142.7％増）となりました。また、セグメント利益は265百万円（同2,329.4％増）と大き

く増加いたしました。 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

(3）研究開発活動 

 当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は21百万円であります。 

 なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における資産総額は9,189百万円となり、前連結会計年度末より1,613百万円増加し

ております。これは主に、受取手形及び売掛金の増加819百万円、商品及び製品の増加283百万円、関係会社出資金

の増加233百万円によるものです。  

 負債総額は4,019百万円となり、前連結会計年度末より1,510百万円増加しております。これは主に支払手形及び

買掛金の増加653百万円、短期借入金の増加710百万円、長期未払金の減少76百万円によるものです。 

 純資産につきましては、5,170百万円となり、前連結会計年度末より103百万円増加しております。これは主に利

益剰余金の増加143百万円によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は56.3％となりました。 

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 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、通期の業績予想の見直しを行い、平成23年５月13日に公表い

たしました前回予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日（平成24年２月６日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照下さい。  

（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 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

（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



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３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 871,550 932,127

受取手形及び売掛金 1,898,472 2,718,101

電子記録債権 639,640 574,207

商品及び製品 99,137 382,729

仕掛品 91,805 148,413

原材料及び貯蔵品 238,344 319,120

繰延税金資産 76,857 76,857

未収入金 20,832 26,130

その他 36,206 67,104

貸倒引当金 △43,000 △47,000

流動資産合計 3,929,846 5,197,792

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 948,421 947,517

土地 962,125 962,125

その他（純額） 389,248 520,335

有形固定資産合計 2,299,795 2,429,978

無形固定資産   

その他 134,781 120,869

無形固定資産合計 134,781 120,869

投資その他の資産   

投資有価証券 664,768 651,392

関係会社出資金 44,700 278,400

会員権 73,047 73,047

繰延税金資産 266,496 269,416

その他 163,643 169,256

貸倒引当金 △1,087 △664

投資その他の資産合計 1,211,568 1,440,848

固定資産合計 3,646,146 3,991,695

資産合計 7,575,993 9,189,488



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,275,751 1,929,527

短期借入金 298,462 1,008,944

1年内返済予定の長期借入金 － 20,745

未払金 240,033 320,410

未払法人税等 25,812 98,894

未払消費税等 22,953 38,188

賞与引当金 52,359 28,246

その他 31,633 52,489

流動負債合計 1,947,005 3,497,446

固定負債   

長期借入金 － 47,973

退職給付引当金 221,314 214,490

長期未払金 335,452 259,180

その他 5,000 －

固定負債合計 561,766 521,644

負債合計 2,508,772 4,019,090

純資産の部   

株主資本   

資本金 866,000 866,000

資本剰余金 691,000 691,000

利益剰余金 3,979,797 4,123,699

自己株式 △260,876 △260,889

株主資本合計 5,275,920 5,419,810

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △54,705 △72,998

為替換算調整勘定 △153,994 △176,414

その他の包括利益累計額合計 △208,700 △249,412

純資産合計 5,067,220 5,170,397

負債純資産合計 7,575,993 9,189,488



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 4,605,505 5,951,455

売上原価 3,250,304 4,092,424

売上総利益 1,355,200 1,859,031

販売費及び一般管理費 1,317,487 1,524,615

営業利益 37,712 334,415

営業外収益   

受取利息 1,476 750

受取配当金 14,217 18,046

受取賃貸料 11,221 13,476

その他 15,668 10,301

営業外収益合計 42,583 42,574

営業外費用   

支払利息 8,070 9,891

為替差損 18,103 3,963

その他 1,624 2,940

営業外費用合計 27,797 16,795

経常利益 52,498 360,194

特別損失   

会員権売却損 535 －

特別損失合計 535 －

税金等調整前四半期純利益 51,962 360,194

法人税等 31,860 101,803

少数株主損益調整前四半期純利益 20,101 258,391

四半期純利益 20,101 258,391



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 20,101 258,391

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △21,863 △18,292

為替換算調整勘定 △70,824 △22,419

その他の包括利益合計 △92,688 △40,712

四半期包括利益 △72,586 217,678

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △72,586 217,678



  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）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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