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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） 

（注２）  平成24年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期第３四半期の数値及び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) 連結財政状態 

（注）  平成24年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期の数値については記載しておりません。 
 

(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 22,822 ― 4,407 ― 4,396 ― 2,270 ―

23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,231百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―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3月期第3四半期 102.88 ―

23年3月期第3四半期 ― ―

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 34,050 18,371 53.9
23年3月期 ― ― ―

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  18,347百万円 23年3月期  ―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  ：  有  

配当予想の修正については、本日（平成24年２月10日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
（注２） 期末配当金の内訳：特別配当として10円00銭を増配しております。 

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 13.75 ―

24年3月期（予想） 16.25 30.00

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  
業績予想の修正については、本日（平成24年２月10日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
（注２） 平成24年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前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

通期 28,900 ― 5,000 ― 4,900 ― 2,550 ― 115.52



(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続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 
第1四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。 
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については、添付資料Ｐ．
２「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3月期3Q 23,356,800 株 23年3月期 23,356,800 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,283,101 株 23年3月期 1,282,735 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 22,073,954 株 23年3月期3Q 22,074,950 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我が国経済は、東日本大震災の影響による停滞から持ち直しつつあります

が、依然として大幅な円高による輸出の低下、ヨーロッパを中心とした金融不安が続き、景気の先行きは不透明感

がぬぐえない状況となっております。 

ユニットハウス業界におきましては、東北地方を中心に応急仮設住宅の建設、震災復興の公共事業等が増加する

一方で、関東を中心に需要も徐々に回復してまいりました。 

このような情勢のなか、当社グループは、応急仮設住宅建設に対応する一方で、震災復興関連工事に伴う仮設現

場事務所や仮設施設、被災された方の倉庫や仮事務所など、被災地域の需要増加に優先的に対応する等、震災復興

に全力で取り組んでまいりました。 

また、継続して取り組んでおります展示販売場やトランクルーム等の販売ネットワーク拡充についても計画に沿

っておおむね順調に進捗しており、当第３四半期連結累計期間レンタル料収入は 百万円、当第３四半期連結

累計期間製品売上高は 百万円となりました。これにより、ユニットハウス事業の当第３四半期連結累計期間

売上高は 百万円となりました。 

その他の事業につきましては、当第３四半期連結累計期間売上高は 百万円となりました。 

上記の結果、当第３四半期連結累計期間売上高は 百万円となりました。 

利益面におきましては、製造及び施工現場での原価低減を継続して実施し、営業利益 百万円、経常利益

百万円となりました。 

 なお、第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期比については記載し

ておりません。 

   

（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総資産は、 百万円となりました。主なものは、レンタル資産 百

万円、土地 百万円、売上債権 百万円等です。負債の合計額は 百万円となりました。主なものは、

短期および長期借入金 百万円、支払債務 百万円等です。  

純資産につきましては、純資産合計の額が 百万円となりました。自己資本比率は ％と高い水準を維持

しており、常に安定的に利益を計上できる財務体質であります。 

なお、第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期比については記載し

ておりません。   

   

（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、店舗網拡大による新規受注が想定よりも堅調に推移していること、また東北地域

における震災復興需要による仮設建築物等の受注も増加していることから、売上高、営業利益等が前回予想を上回

る見通しとなったため、通期の業績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10日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。 

   

（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 

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。 

   

該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

11,578

10,908

22,487

334

22,822

4,407

4,396

34,050 10,520

8,169 5,100 15,679

4,116 6,520

18,371 53.9

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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 
(平成23年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 4,545,648 

受取手形 933,881 

営業未収入金 2,593,351 

売掛金 1,573,074 

販売用不動産 22,455 

商品及び製品 536,791 

仕掛品 520,274 

原材料及び貯蔵品 947,073 

繰延税金資産 229,143 

その他 331,129 

流動資産合計 12,232,822 

固定資産  

有形固定資産  

レンタル資産（純額） 10,520,570 

建物（純額） 1,211,952 

土地 8,169,638 

その他（純額） 1,072,305 

有形固定資産合計 20,974,466 

無形固定資産 172,175 

投資その他の資産 670,903 

固定資産合計 21,817,545 

資産合計 34,050,368 

負債の部  

流動負債  

支払手形 547,887 

買掛金 4,251,492 

短期借入金 1,460,676 

未払費用 1,847,686 

未払法人税等 2,045,566 

賞与引当金 155,423 

その他 1,896,172 

流動負債合計 12,204,904 

固定負債  

長期借入金 2,656,000 

退職給付引当金 425,840 

役員退職慰労引当金 165,529 

環境対策引当金 15,569 

資産除去債務 155,052 

その他 56,414 

固定負債合計 3,474,405 

負債合計 15,679,309 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,545,450 

資本剰余金 2,707,031 

利益剰余金 14,448,816 

自己株式 △313,765 

株主資本合計 18,387,531 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △1,985 

為替換算調整勘定 △37,886 

その他の包括利益累計額合計 △39,872 

新株予約権 23,400 

純資産合計 18,371,059 

負債純資産合計 34,050,368 
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 22,822,077 

売上原価 13,737,585 

売上総利益 9,084,492 

販売費及び一般管理費 4,676,652 

営業利益 4,407,840 

営業外収益  

スクラップ売却収入 21,718 

保険返戻金 10,378 

その他 28,193 

営業外収益合計 60,290 

営業外費用  

支払利息 50,463 

その他 20,688 

営業外費用合計 71,151 

経常利益 4,396,979 

特別利益  

新株予約権戻入益 52 

特別利益合計 52 

特別損失  

減損損失 20,110 

固定資産除売却損 21,495 

会員権評価損 510 

貸倒引当金繰入額 10,895 

特別損失合計 53,011 

税金等調整前四半期純利益 4,344,020 

法人税、住民税及び事業税 2,160,125 

法人税等調整額 △87,054 

法人税等合計 2,073,071 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,270,948 

四半期純利益 2,270,948 

三協フロンテア株式会社（9639）　第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

5



（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）

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 2,270,948 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △1,985 

為替換算調整勘定 △37,886 

その他の包括利益合計 △39,872 

四半期包括利益 2,231,076 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 2,231,076 
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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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