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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 2,412 △0.1 △81 ― △90 ― △90 ―
24年3月期第3四半期 2,415 △18.3 △134 ― △165 ― △172 ―

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3四半期 △7.48 ―
24年3月期第3四半期 △14.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 5,342 849 15.9
24年3月期 5,867 939 16.0
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  849百万円 24年3月期  939百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 3,954 △2.2 17 ― 12 ― 10 ― 0.83



(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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」(1)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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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3Q 12,127,500 株 24年3月期 12,127,500 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 17,628 株 24年3月期 16,546 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 12,110,169 株 24年3月期3Q 12,111,097 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、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が実施中です。 

※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等については、添付資料３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界景気の減速等の要因により、復興需要等を背景と

した景気の回復が足踏み状態となってまいりました。先行きにつきましては、海外経済の状況が改善す

るにつれ、再び景気回復へ向かうことが期待されますが、欧州や中国等、対外経済環境を巡る不確実性

が依然として高いなか、世界景気の更なる下振れ・金融資本市場の変動等、景気を下押しするリスクが

存在し、景気の低迷は当面続くと見込まれます。当業界におきましても公共投資、民間設備投資は低調

に推移し、非常に厳しい状況にありました。 

 当社におきましても、積極的な営業活動を展開し、橋梁等の受注拡大に努めましたが、当第３四半期

累計期間における業績は、売上高は2,412百万円で前年同四半期と比べ2百万円（0.1％）の減収となり

ました。利益面につきましては、営業損失は81百万円と前年同四半期と比べ53百万円、経常損失は90百

万円と前年同四半期と比べ75百万円、四半期純損失は90百万円と前年同四半期と比べ82百万円、それぞ

れ損失が減少いたしました。 

セグメント別の売上高は、次のとおりであります。 

破砕粉砕機におきましては、破砕機部品の売上が減少し、171百万円（前年同四半期比37.2％減）、

橋梁鉄構及び水処理装置におきましては、橋梁工事、水処理装置関係の売上が減少し、424百万円（前

年同四半期比23.9％減）、環境装置におきましては、環境整備用機器等の売上が増加し、416百万円

（前年同四半期比99.6％増）、ライニング製品におきましては、シートライニング容器、ライニング鋼

管の売上が共に減少し、669百万円（前年同四半期比8.2％減）、役務収益におきましては、賃貸関係、

ゴルフ練習場の収入が共に減少し、90百万円（前年同四半期比10.6％減）、その他の機械におきまして

は、コンベア設備の売上が増加し、373百万円（前年同四半期比54.1％増）、その他におきましては、

プラント製作工事の売上が減少し、266百万円（前年同四半期比12.2％減）となりました。 

  

当第３四半期会計期間末の総資産は5,342百万円であり、前事業年度末に比べ525百万円減少しまし

た。これは主に売掛金の減少によるものです。負債合計は4,492百万円となり、前事業年度末に比べ435

百万円減少しました。これは主に買掛金の減少によるものです。純資産合計は849百万円となり、前事

業年度末に比べ89百万円減少しました。これは主に繰越利益剰余金の減少によるものです。 

  

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前年同四半期

末と比べ317百万円減少し493百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における営業活動による資金は、207百万円増加（前年同四半期比274百万円の

収入増）となりました。これは、仕入債務が398百万円減少したものの、売上債権が719百万円減少した

こと等によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

①財政状態

②キャッシュ・フロー
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における投資活動による資金は、41百万円減少（前年同四半期比127百万円の

支出減）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が47百万円あったこと等によるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における財務活動による資金は、40百万円減少（前年同四半期比247百万円の

支出増）となりました。これは、社債の償還による支出19百万円及び預り保証金の返還による支出21百

万円があったこと等によるものであります。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、現時点においては平成25年２月６日発表の予想より変更

はございません。 

（３）業績予想に関する定性的情報
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（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の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３四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純

損失はそれぞれ6,344千円減少しております。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
(1)四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,331,157 1,380,208

受取手形及び売掛金 1,866,326 1,263,748

商品及び製品 81,842 95,412

仕掛品 461,640 520,246

原材料及び貯蔵品 297,697 295,551

その他 52,875 36,804

貸倒引当金 △99,485 △82,232

流動資産合計 3,992,054 3,509,739

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 666,886 667,184

機械及び装置（純額） 155,282 346,256

土地 653,759 653,759

リース資産（純額） 11,069 16,126

建設仮勘定 252,366 3,926

その他（純額） 35,119 45,469

有形固定資産合計 1,774,483 1,732,722

無形固定資産   

リース資産 20,927 17,735

その他 6,333 6,333

無形固定資産合計 27,260 24,068

投資その他の資産   

投資有価証券 49,902 50,267

その他 33,728 35,954

貸倒引当金 △9,861 △10,519

投資その他の資産合計 73,769 75,701

固定資産合計 1,875,513 1,832,492

資産合計 5,867,567 5,342,231
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,248,539 849,616

短期借入金 1,805,008 1,447,500

1年内返済予定の長期借入金 550,467 674,228

1年内償還予定の社債 38,400 38,400

リース債務 7,309 8,993

未払法人税等 3,685 1,845

前受金 43,994 160,803

賞与引当金 28,058 14,085

工事損失引当金 206 206

その他 141,550 131,661

流動負債合計 3,867,217 3,327,340

固定負債   

社債 180,300 161,100

長期借入金 456,975 618,131

リース債務 26,286 26,560

繰延税金負債 776 205

退職給付引当金 101,214 85,540

資産除去債務 56,726 56,726

長期預り保証金 238,378 216,634

固定負債合計 1,060,657 1,164,898

負債合計 4,927,875 4,492,238

純資産の部   

株主資本   

資本金 606,375 606,375

資本剰余金 1,352 1,352

利益剰余金 329,031 238,487

自己株式 △1,860 △1,951

株主資本合計 934,898 844,263

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,794 5,729

評価・換算差額等合計 4,794 5,729

純資産合計 939,692 849,992

負債純資産合計 5,867,567 5,342,231
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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23年４月１日 
  至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年12月31日) 

売上高 2,415,590 2,412,898

売上原価 2,046,464 2,064,804

売上総利益 369,126 348,094

販売費及び一般管理費 503,758 429,355

営業損失（△） △134,631 △81,261

営業外収益   

受取利息 412 617

受取配当金 994 1,071

為替差益 － 7,042

業務受託料 － 1,142

貸倒引当金戻入額 － 15,459

作業くず売却益 6,033 2,860

その他 1,720 2,419

営業外収益合計 9,162 30,614

営業外費用   

支払利息 27,683 28,585

社債利息 1,142 1,288

社債発行費償却 2,809 －

為替差損 6,597 －

その他 2,207 9,560

営業外費用合計 40,439 39,434

経常損失（△） △165,909 △90,081

特別利益   

有形固定資産売却益 80 1,508

特別利益合計 80 1,508

特別損失   

有形固定資産売却損 － 5

有形固定資産除却損 134 262

投資有価証券評価損 2,997 －

関係会社株式評価損 1,090 －

ゴルフ会員権評価損 － 99

災害による損失 1,132 －

特別損失合計 5,353 368

税引前四半期純損失（△） △171,182 △88,941

法人税、住民税及び事業税 1,547 1,602

法人税等合計 1,547 1,602

四半期純損失（△） △172,729 △90,544
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 当第３四半期累計期間（自 平成24年４月1日 至 平成24年12月31日） 

   該当事項はありません。 

  

 当第３四半期累計期間（自 平成24年４月1日 至 平成24年12月31日） 

   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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