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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 3,910 △5.2 213 △20.5 250 △16.3 140 △11.1
23年3月期第3四半期 4,124 10.3 268 30.6 299 35.7 158 1.0

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 15.99 ―
23年3月期第3四半期 17.99 ―

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 3,904 1,583 40.6
23年3月期 4,209 1,467 34.9
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  1,583百万円 23年3月期  1,467百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 2.50 2.50

3.  平成24年3月期の業績予想（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  ：  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 5,430 △3.1 250 △26.8 285 △25.1 180 △7.1 20.47



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 8,800,000 株 23年3月期 8,800,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 5,608 株 23年3月期 5,608 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 8,794,392 株 23年3月期3Q 8,795,329 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ますが、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 
 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、添付資
料P．２「１．当四半期に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間における我が国の経済は、東日本大震災の影響により企業の生産活動は停滞し、企業収益

の落ち込みが見られました。その後は、サプライチェーンの復旧や各種の政策効果を背景に緩やかな持ち直しの動

きが見られたものの、欧州債務危機とそれに伴う急激な円高や新興国経済の成長鈍化に加えて、鋼材価格の上昇傾

向が続き、雇用・所得環境も改善が見られない等、依然として厳しい状況が続いております。 

当社はこのような状況の中、各事業で拡販に努めましたが、当第３四半期累計期間の売上高は3,910百万円と前年

同四半期比213百万円（△5.2％）の減少となりました。 

利益面につきましても、売上総利益が853百万円と前年同四半期比43百万円（△4.9％）の減少、営業利益は213百

万円と前年同四半期比55百万円（△20.5％）の減少、経常利益は250百万円と前年同四半期比48百万円（△16.3％）

の減少、四半期純利益は140百万円と前年同四半期比17百万円（△11.1％）の減少と、減収減益（前年同四半期比）

の決算となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

①電力通信部門 

電力通信部門においては、売上高・利益共に減少しました。 

その要因として架線金物では、電力業界において震災の影響により依然として設備投資の抑制傾向が続いてお

り、当社の関連する配電用製品も減少しました。また、通信業界においては、地デジ関連資材や震災の復旧工事

材料の需要はあったものの、次世代ネットワーク構築のための光ファイバーインフラ設備工事がピークを越えた

ことなどから低調に推移しました。 

一方、鉄塔・鉄構については、電力向け大型鉄塔の改修工事等によりほぼ前年同期並みの売上・利益を確保し

ました。 

この結果、売上高は3,097百万円と前年同四半期比261百万円（△7.8％）の減少となり、セグメント利益は437

百万円と前年同四半期比51百万円（△10.6％）の減少となりました。 

  

②建材部門 

建材部門においては、依然として大型ビル等の設備投資が低調に推移しており、工事量が落ち込んでおりま

す。その一方で、鋼材価格は値上がり傾向にある等厳しい状況が続いております。こうした中、当社においては

前年度に受注した大型物件の施工が進んだことにより売上を伸ばしました。 

この結果、売上高は812百万円と前年同四半期比48百万円（6.3％）の増加となり、セグメント利益は24百万円

と前年同四半期比8百万円（57.9％）の増加となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

総資産は、前事業年度末に比べ304百万円減少し3,904百万円となりました。これは、主に税金等の支払い等によ

る現金及び預金の減少227百万円、売上債権の回収による減少133百万円、減価償却等による有形固定資産の減少63

百万円と、震災対応等のため在庫の増加130百万円によるものです。 

（負債） 

負債は、前事業年度末に比べ420百万円減少し2,320百万円となりました。これは、主に仕入債務205百万円、未払

法人税等104百万円、設備未払金85百万円の減少によるものです。 

（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べ116百万円増加し1,583百万円となりました。これは、主に四半期純利益を140百万

円計上したことによる増加と、配当金支払による減少26百万円によるものです。この結果、有利子負債比率（D/Eレ

シオ）は0.3倍、自己資本比率は40.6％（前事業年度末比5.7ポイント増）となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月17日に発表しました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
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（１）四半期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。 

  

（２）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。 

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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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 660,724 433,715

受取手形及び売掛金 1,422,714 1,289,461

商品及び製品 339,106 445,743

仕掛品 289,236 275,748

原材料及び貯蔵品 129,168 166,081

繰延税金資産 72,712 28,429

その他 13,720 26,487

貸倒引当金 △428 －

流動資産合計 2,926,955 2,665,667

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 201,132 189,951

機械及び装置（純額） 293,356 253,543

土地 516,685 516,685

リース資産（純額） 46,732 32,631

その他（純額） 50,352 52,337

有形固定資産合計 1,108,259 1,045,148

無形固定資産 12,573 35,909

投資その他の資産   

投資有価証券 96,032 76,986

その他 79,819 93,668

貸倒引当金 △14,441 △13,000

投資その他の資産合計 161,409 157,654

固定資産合計 1,282,242 1,238,713

資産合計 4,209,197 3,904,380
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(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 1,217,273 1,011,310

短期借入金 500,000 500,000

未払費用 187,598 140,975

未払法人税等 104,365 166

その他 141,209 103,866

流動負債合計 2,150,446 1,756,318

固定負債   

退職給付引当金 430,763 446,670

役員退職慰労引当金 58,832 63,368

リース債務 28,204 15,094

その他 73,173 39,138

固定負債合計 590,972 564,271

負債合計 2,741,418 2,320,590

純資産の部   

株主資本   

資本金 655,200 655,200

資本剰余金 221,972 221,972

利益剰余金 593,426 707,679

自己株式 △1,045 △1,045

株主資本合計 1,469,552 1,583,806

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,773 △15

評価・換算差額等合計 △1,773 △15

純資産合計 1,467,778 1,583,790

負債純資産合計 4,209,197 3,904,380
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

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

売上高 4,124,079 3,910,746

売上原価 3,226,711 3,057,268

売上総利益 897,367 853,478

販売費及び一般管理費 629,323 640,445

営業利益 268,044 213,033

営業外収益   

受取利息 312 247

受取配当金 3,916 2,929

作業くず売却益 26,129 28,441

不動産賃貸料 5,850 5,850

雑収入 5,380 8,062

営業外収益合計 41,588 45,530

営業外費用   

支払利息 9,638 7,697

雑損失 800 485

営業外費用合計 10,438 8,182

経常利益 299,194 250,380

特別損失   

固定資産除売却損 2,972 1,200

投資有価証券評価損 － 11,414

投資有価証券売却損 － 1,908

環境対策費 2,844 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,975 －

特別損失合計 11,791 14,524

税引前四半期純利益 287,402 235,855

法人税、住民税及び事業税 99,889 64,372

法人税等調整額 29,254 30,846

法人税等合計 129,143 95,219

四半期純利益 158,258 140,636
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 287,402 235,855

減価償却費 107,428 108,627

貸倒引当金の増減額（△は減少） 849 △1,870

退職給付引当金の増減額（△は減少） 722 15,907

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,536 4,536

受取利息及び受取配当金 △4,228 △3,176

支払利息 9,638 7,697

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,972 1,200

投資有価証券評価損益（△は益） － 11,414

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,908

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,975 －

売上債権の増減額（△は増加） △166,351 133,253

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,956 △130,062

仕入債務の増減額（△は減少） 197,388 △205,962

その他 △13,539 △63,547

小計 468,749 115,782

利息及び配当金の受取額 4,210 3,176

利息の支払額 △7,330 △6,496

法人税等の支払額 △104,530 △181,211

営業活動によるキャッシュ・フロー 361,099 △68,748

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △49,837 △127,371

投資有価証券の取得による支出 △4,753 △2,230

投資有価証券の売却による収入 － 9,710

貸付金の回収による収入 680 1,860

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,911 △118,031

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 －

配当金の支払額 △21,824 △26,082

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △17,249 △14,146

その他 △151 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △289,224 △40,229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,963 △227,009

現金及び現金同等物の期首残高 422,201 660,724

現金及び現金同等物の四半期末残高 440,165 433,715

株式会社大谷工業(5939)　平成24年3月期第3四半期決算短信(非連結)

- 7 -



 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第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） 

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 

  

２. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差

異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 

  

２. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差

異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  電力通信部門 建材部門 合計 

売上高 

外部顧客への売上高  3,359,448  764,630  4,124,079

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －

計  3,359,448  764,630  4,124,079

セグメント利益  489,939  15,472  505,412

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  505,412

セグメント間取引消去  －

全社費用（注）  △237,368

四半期損益計算書の営業利益  268,044

  （単位：千円）

  電力通信部門 建材部門 合計 

売上高 

外部顧客への売上高  3,097,896  812,849  3,910,746

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －

計  3,097,896  812,849  3,910,746

セグメント利益  437,980  24,433  462,413

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  462,413

セグメント間取引消去  －

全社費用（注）  △249,380

四半期損益計算書の営業利益  213,033
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１）セグメント別品目別売上高明細、受注高及び受注残高 

  

セグメント及び品目別売上高 

  
セグメント及び品目別受注高 

（注）金額は販売予定価格によっており、消費税等は含んでおりません。 
  

セグメント及び品目別受注残高 

（注）金額は販売予定価格によっており、消費税等は含んでおりません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

５．補足情報

    （単位：千円）

セグメント及び 

品目 

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

前第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）

増     減 

金  額 率（％） 

電力通信部門 

架線金物  2,274,957  2,521,161  △246,203  △9.8

鉄塔・鉄構  793,405  797,776  △4,370  △0.5

その他  29,533  40,510  △10,977  △27.1

計  3,097,896  3,359,448  △261,551  △7.8

建材部門 

スタッド  801,504  761,382  40,121  5.3

その他  11,344  3,248  8,096  249.3

計  812,849  764,630  48,212  6.3

  合計  3,910,746  4,124,079  △213,332  △5.2

    （単位：千円）

セグメント及び 

品目 

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

前第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）

電力通信部門 

架線金物  2,251,254  2,562,635

鉄塔・鉄構  1,056,113  916,394

その他  35,701  43,255

計  3,343,069  3,522,285

建材部門 

スタッド  700,250  992,513

その他  11,344  3,248

計  711,595  995,762

  合計  4,054,665  4,518,047

    （単位：千円）

セグメント及び 

品目 

当第３四半期会計期間末 
（平成23年12月31日現在）

前第３四半期会計期間末 
（平成22年12月31日現在）

電力通信部門 

架線金物  140,707  181,448

鉄塔・鉄構  432,987  326,421

その他  6,167  4,012

計  579,862  511,883

建材部門 

スタッド  412,535  443,571

その他  －  －

計  412,535  443,571

  合計  992,398  955,454
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