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1.  平成24年8月期第3四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成24年5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8月期第3四半期 5,493 △17.3 △342 ― △312 ― △38 ―
23年8月期第3四半期 6,646 △18.7 252 △68.9 276 △64.2 205 △63.7

（注）包括利益 24年8月期第3四半期 △135百万円 （―％） 23年8月期第3四半期 150百万円 （―％）

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8月期第3四半期 △1.80 ―
23年8月期第3四半期 9.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第3四半期 19,173 14,312 74.7
23年8月期 20,467 14,776 72.0
（参考） 自己資本   24年8月期第3四半期  14,312百万円 23年8月期  14,745百万円

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8月期 ― 6.00 ― 8.00 14.00
24年8月期 ― 6.00 ―
24年8月期（予想） 8.00 14.00

3. 平成24年 8月期の連結業績予想（平成23年 9月 1日～平成24年 8月31日）  

（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 10,000 △3.1 460 △44.3 480 △39.3 240 △51.6 11.32



(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２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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
四半期財務諸表のレビュー手続は完了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

※  注記事項

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8月期3Q 21,899,528 株 23年8月期 21,899,528 株
② 期末自己株式数 24年8月期3Q 691,987 株 23年8月期 691,911 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期3Q 21,207,588 株 23年8月期3Q 21,225,200 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わが国建設業界は、東日本大震災による景気の後退も企業の生産活動の回復

とともに持ち直しが見られ、被災地の復旧・復興への動きと相まって、回復基調にありましたが、公共投資の執行

のずれこみなどにより、一進一退の様相で推移し、全体としては厳しい経営環境が続きました。 

当社グループは、構造物を構成する一本一本の杭を地盤に深く挿し込む圧入技術による「インプラント構造」が

被災地の復興はもとより、これからの日本全体の国土防災において、なくてはならないコア技術であることを確信

しており、国際圧入学会（ＩＰＡ）および全国圧入協会（ＪＰＡ）等の専門機関と協働で「圧入工法」の普及と拡

大に努めております。また、建設機械事業においては、近い将来に発生が危惧されている東海・東南海・南海地震

等の巨大地震や大津波に備えた防災インフラの再整備事業にむけて、鋼管杭を回転掘削圧入できる「ジャイロパイ

ラー」に加え、さらに大口径の鋼管杭の圧入施工を可能とする新製品の開発を行っております。 

こうした中で、復旧・復興事業や、地震・津波対策の大型工事の本格的な着工が秋口以降となっているため、当

第３四半期連結累計期間における売上高は5,493百万円（前年同四半期比17.3％減）となりました。利益面におい

ては、営業損失は342百万円（前年同四半期は営業利益252百万円）、経常損失は312百万円（前年同四半期は経常

利益276百万円）、四半期純損失は38百万円（前年同四半期は四半期純利益205百万円）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債および純資産の状況 

（資産）  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度に比べ1,294百万円減少して、19,173百万円と

なりました。これは、受取手形及び売掛金等の流動資産において717百万円、機械装置及び運搬具等の固定資産に

おいて576百万円の減少があっ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は、前連結会計年度末に比べて830百万円減少して、4,860百万円とな

りました。これは、支払手形及び買掛金等の流動負債において582百万円、長期借入金等の固定負債において247百

万円の減少があっ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は、前連結会計年度末に比べて463百万円減少して、14,312百万円

となりました。これは中間配当金の支払い等による利益剰余金の減少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 

通期の業績予想につきましては平成24年４月11日公表の業績予想から変更はありません。   

   

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

・税金費用の計算 

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。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。   

（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。  

（３）追加情報 

・会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用してお

ります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

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８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,332,022 4,901,717

受取手形及び売掛金 3,841,750 1,613,357

製品 828,085 765,801

仕掛品 593,055 1,386,631

未成工事支出金 13,173 7,390

原材料及び貯蔵品 741,035 814,648

繰延税金資産 387,251 633,136

その他 218,669 112,819

貸倒引当金 △16,330 △14,445

流動資産合計 10,938,713 10,221,057

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,062,871 2,053,973

機械装置及び運搬具 6,694,758 5,811,440

土地 4,726,105 4,707,424

建設仮勘定 368,360 404,656

その他 471,040 478,043

減価償却累計額 △6,873,542 △6,530,728

有形固定資産合計 7,449,594 6,924,810

無形固定資産 66,751 54,000

投資その他の資産   

繰延税金資産 685,040 681,888

その他 1,347,957 1,297,637

貸倒引当金 △4,595 △6,279

投資損失引当金 △16,343 －

投資その他の資産合計 2,012,058 1,973,246

固定資産合計 9,528,404 8,952,057

資産合計 20,467,118 19,173,114



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,699,570 1,506,180

短期借入金 312,112 273,272

未払法人税等 45,539 19,269

賞与引当金 281,669 140,861

その他の引当金 11,416 6,896

その他 803,745 625,218

流動負債合計 3,154,053 2,571,698

固定負債   

長期借入金 1,251,680 1,097,076

製品機能維持引当金 241,887 266,599

その他の引当金 54,051 －

その他 988,822 924,817

固定負債合計 2,536,441 2,288,493

負債合計 5,690,495 4,860,191

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240,431 3,240,431

資本剰余金 4,400,749 4,400,749

利益剰余金 7,705,008 7,369,954

自己株式 △302,258 △302,289

株主資本合計 15,043,930 14,708,845

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,302 △18,024

為替換算調整勘定 △296,261 △377,897

その他の包括利益累計額合計 △298,564 △395,921

新株予約権 31,256 －

純資産合計 14,776,623 14,312,923

負債純資産合計 20,467,118 19,173,114



（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９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 6,646,295 5,493,918

売上原価 4,111,488 3,576,245

売上総利益 2,534,807 1,917,672

販売費及び一般管理費 2,282,755 2,260,555

営業利益又は営業損失（△） 252,052 △342,883

営業外収益   

受取利息 767 1,291

受取配当金 786 1,496

不動産賃貸料 15,614 14,960

スクラップ売却益 38,979 3,431

受取和解金 － 10,488

その他 32,573 13,493

営業外収益合計 88,721 45,162

営業外費用   

支払利息 13,857 11,174

たな卸資産廃棄損 20,276 －

為替差損 25,580 －

その他 4,106 3,677

営業外費用合計 63,820 14,851

経常利益又は経常損失（△） 276,952 △312,572

特別利益   

固定資産売却益 13,594 7,662

その他の引当金戻入額 － 26,606

補助金収入 4,630 －

新株予約権戻入益 － 31,256

特別利益合計 18,224 65,524

特別損失   

固定資産廃棄損 23,094 －

投資有価証券評価損 3,092 9,533

特別損失合計 26,186 9,533

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

268,991 △256,581

法人税等 63,594 △218,433

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

205,396 △38,147

四半期純利益又は四半期純損失（△） 205,396 △38,147



（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９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

205,396 △38,147

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,928 △15,721

為替換算調整勘定 △51,651 △81,636

その他の包括利益合計 △54,579 △97,357

四半期包括利益 150,816 △135,505

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 150,816 △135,505

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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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