
  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

（注）平成24年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成24年３月期第２四半期の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 

  

２．配当の状況 

  

（注２）平成24年３月期第２四半期末配当金には特別配当が７円50銭、平成24年３月期末配当金には特別配当が10円含まれております。 
  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 
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四半期決算補足説明資料作成の有無： 無       

四半期決算説明会開催の有無      ： 有     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第２四半期  11,688  △29.0  1,695  △46.8  1,787  △43.7  1,040  △37.9

24年３月期第２四半期  16,457  －  3,184  －  3,175  －  1,675  －

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 1,043百万円 （ ％） △37.8   24年３月期第２四半期 1,678百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第２四半期  46.54  －

24年３月期第２四半期  75.91  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  36,375  19,317  53.1

24年３月期  35,312  18,717  53.0

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 19,317百万円   24年３月期 18,711百万円 

  
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 

24年３月期  －  13.75  －  16.25  30.00

25年３月期  －  15.00       

25年３期（予想）     －  15.00  30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無   

  （％表示は、対前期増減率）

  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  24,500  △16.2  3,600  △27.2  3,600  △26.6  2,000  △19.0  89.42

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無     



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 第10条の5に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ

「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 
  

（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 

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 
  

  

（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   

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有   

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無   

③  会計上の見積りの変更                        ： 有   

④  修正再表示                                  ： 無   

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 23,356,800株 24年３月期 23,356,800株 

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,122,501株 24年３月期 953,501株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 22,367,031株 24年３月期２Ｑ 22,074,010株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、復興需要の顕在化とともにエコカー補助金等の政策効果が寄

与し、堅調を維持したものの、欧州危機の長期化や中国経済の減速傾向の影響、歴史的な円高、原油価格の上昇な

どを受け、設備投資も頭打ちになるなど、先行きは不透明であります。 

ユニットハウス業界におきましては、復興需要を受け、東北地方を中心に震災復興の公共事業等や民間の建築等

に伴う需要が増加しており、また関東地方を中心に建設投資等に伴う需要も回復してきております。 

このような情勢のなか、当社グループは、震災復興関連工事の需要に全力で取り組むとともに、新規の商品開発

や新規顧客開拓により、さらなる需要拡大を図っております。 

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

沿って順調に進捗しており、当第２四半期連結累計期間レンタル料収入は6,672百万円（前年同期比19.1％減）、

当第２四半期連結累計期間製品売上高は4,940百万円（前年同期比39.3％減）となりました。なお、前年実績に東

日本大震災の仮設住宅建設の売上高が含まれているため、前年同期比は減少となっておりますが、当期の計画との

比較ではおおむね順調な推移となっております。 

その他の事業につきましては、当第２四半期連結累計期間売上高は76百万円（前年同期比5.0％減）となりまし

た。 

上記の結果、当第２四半期連結累計期間売上高は11,688百万円（前年同期比29.0％減）となりました。 

利益面におきましては、営業利益1,695百万円（前年同期比46.8％減）、経常利益1,787百万円（前年同期比

43.7％減）、四半期純利益1,040百万円（前年同期比37.9％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況   

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に対し1,063百万円増加し36,375百万円とな

りました。変動の大きかった主なものは、売上債権の増加767百万円、レンタル資産の増加2,157百万円、建物の増

加321百万円、建設仮勘定の増加434百万円、現金及び預金の減少2,903百万円などであります。 

 負債の合計額は、前連結会計年度末に対し462百万円増加し17,057百万円となりました。変動の大きかった主な

ものは、短期および長期借入金の純増2,296百万円、未払法人税等の減少1,683百万円、支払債務の減少257百万円

などであります。 

純資産の合計額は、前連結会計年度末に対し600百万円増加し19,317百万円となりました。自己資本比率は

53.1％となっており、健全な財務体質を保っております。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

2,903百万円減少し、2,254百万円となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益、減価償却費

であります。主な減少要因は、売上債権の増加、たな卸資産の増加及び法人税等の支払いであります。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により使用した資金は4,083百万円（前年同期は3,381百万円の獲得）となりました。 

主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益1,783百万円、減価償却費1,567百万円であり、主な減少要因は、た

な卸資産の増加3,724百万円、売上債権の増加762百万円及び法人税等の支払2,326百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は633百万円（前年同期は163百万円の使用）となりました。 

主な要因は、販売拠点拡充等に伴う固定資産の取得等による支出735百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により獲得した資金は1,813百万円（前年同期は946百万円の使用）となりました。 

主な増加要因は、短期及び長期借入金の純増2,296百万円によるものであり、減少要因は配当金の支払い363百万

円であります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年10月30日の「業績予想の修正並びに剰余金の配当（中間配当）の決定及び期末配当予想の修正に関する

お知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に 

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ3,293千円増加しております。   

   

  

  該当事項はありません。   

    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,337,993 2,434,280 

受取手形 884,332 1,054,828 

営業未収入金 2,621,058 3,130,077 

売掛金 1,202,079 1,290,440 

販売用不動産 17,964 17,964 

商品及び製品 686,364 720,924 

仕掛品 310,283 411,663 

原材料及び貯蔵品 914,125 934,487 

その他 723,576 730,734 

貸倒引当金 △39,274 △41,006 

流動資産合計 12,658,504 10,684,393 

固定資産   

有形固定資産   

レンタル資産（純額） 11,247,041 13,404,664 

建物（純額） 1,288,495 1,609,783 

土地 8,169,638 8,169,638 

建設仮勘定 86,704 521,246 

その他（純額） 1,023,437 1,107,974 

有形固定資産合計 21,815,317 24,813,307 

無形固定資産 184,664 191,804 

投資その他の資産 653,713 686,259 

固定資産合計 22,653,695 25,691,371 

資産合計 35,312,200 36,375,764 

負債の部   

流動負債   

支払手形 353,927 311,653 

買掛金 4,459,664 4,393,362 

短期借入金 1,558,000 4,058,000 

未払金 181,031 273,514 

未払費用 2,075,103 1,923,323 

未払法人税等 2,412,678 728,795 

賞与引当金 333,053 326,393 

役員賞与引当金 19,500 － 

その他 1,852,201 1,832,387 

流動負債合計 13,245,161 13,847,429 

固定負債   

長期借入金 2,504,000 2,300,000 

退職給付引当金 447,774 481,969 

役員退職慰労引当金 168,091 173,216 

環境対策引当金 15,569 15,569 

資産除去債務 162,588 183,210 

その他 51,717 56,485 

固定負債合計 3,349,740 3,210,451 

負債合計 16,594,901 17,057,881 

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）

4



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,545,450 1,545,450 

資本剰余金 2,775,491 2,776,663 

利益剰余金 14,656,166 15,333,027 

自己株式 △233,256 △307,032 

株主資本合計 18,743,850 19,348,108 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 77 △1,688 

為替換算調整勘定 △32,868 △28,536 

その他の包括利益累計額合計 △32,791 △30,224 

新株予約権 6,240 － 

純資産合計 18,717,299 19,317,883 

負債純資産合計 35,312,200 36,375,764 
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 16,457,720 11,688,227 

売上原価 10,107,411 6,800,274 

売上総利益 6,350,309 4,887,953 

販売費及び一般管理費 3,166,026 3,192,425 

営業利益 3,184,282 1,695,528 

営業外収益   

スクラップ売却収入 16,236 12,568 

保険返戻金 10,378 126,238 

その他 12,812 13,763 

営業外収益合計 39,428 152,570 

営業外費用   

支払利息 34,879 33,190 

その他 12,885 27,359 

営業外費用合計 47,764 60,549 

経常利益 3,175,946 1,787,549 

特別利益   

新株予約権戻入益 － 5,980 

特別利益合計 － 5,980 

特別損失   

減損損失 20,110 － 

固定資産売除却損 8,566 10,505 

会員権評価損 510 － 

貸倒引当金繰入額 10,895 － 

特別損失合計 40,082 10,505 

税金等調整前四半期純利益 3,135,863 1,783,024 

法人税、住民税及び事業税 1,681,778 661,657 

法人税等調整額 △221,484 80,451 

法人税等合計 1,460,294 742,109 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,675,569 1,040,915 

四半期純利益 1,675,569 1,040,915 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,675,569 1,040,915 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △160 △1,765 

為替換算調整勘定 2,809 4,332 

その他の包括利益合計 2,648 2,566 

四半期包括利益 1,678,218 1,043,482 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,678,218 1,043,482 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,135,863 1,783,024 

減価償却費 1,276,618 1,567,979 

減損損失 20,110 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 42,431 267 

賞与引当金の増減額（△は減少） 204,639 △6,660 

受取利息及び受取配当金 △782 △706 

会員権評価損 510 － 

支払利息 34,879 33,190 

固定資産売除却損 8,566 10,505 

売上債権の増減額（△は増加） △1,647,086 △762,822 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,034,091 △3,724,270 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,217,374 △262,384 

その他 1,319,017 △362,674 

小計 3,578,052 △1,724,552 

利息及び配当金の受取額 798 703 

利息の支払額 △35,202 △32,786 

法人税等の支払額 △161,743 △2,326,874 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,381,904 △4,083,510 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △340,073 △735,461 

その他 176,779 102,257 

投資活動によるキャッシュ・フロー △163,293 △633,204 

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） △700,000 2,400,000 

長期借入金の返済による支出 △108,968 △104,000 

配当金の支払額 △110,275 △363,625 

その他 △27,269 △119,213 

財務活動によるキャッシュ・フロー △946,512 1,813,160 

現金及び現金同等物に係る換算差額 429 △158 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,272,527 △2,903,713 

現金及び現金同等物の期首残高 1,318,493 5,157,993 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,591,021 2,254,280 
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  該当事項はありません。   

    

  該当事項はありません。   

    

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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