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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、震災復興需要を背景とした内需の牽引により緩やかながら回

復基調にあったものの、欧州債務問題を起因とした海外経済の減速、長期化する円高やデフレの影響など、先行き

不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループの事業に関連する建設業界は、公共投資が堅調に推移しているものの、民間設備投資の動きは弱

く、価格競争による厳しい受注環境が続いております。 

 このような経済環境下にありまして、当社グループでは、営業の強化による受注拡大とコスト削減による利益確

保に重点を置いた活動に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は129億11百万円（前年同四半期比13.3％増）となりました。ま

た、利益面につきましては、営業利益は４億３百万円（同253.0％増）、経常利益は４億61百万円（同267.0％

増）、四半期純利益は２億41百万円（同877.3％増）となりました。 

 なお、当社グループの工事事業における売上高は、通常の営業形態として第４四半期連結会計期間に完成する工

事の割合が大きく、業績には季節的変動があります。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 管工機材販売事業につきましては、売上高は67億49百万円（前年同四半期比9.0％増）となりましたが、販売費

等が増加したことにより、営業損失は30百万円（前年同四半期は営業損失45百万円）となりました。 

 工事事業につきましては、売上高は58億12百万円（前年同四半期比18.3％増）となり、営業利益は５億39百万円

（同76.4％増）となりました。 

 工事事業における完成工事高は56億78百万円（前年同四半期比18.7％増）となり、新設工事が24億86百万円（同

60.4％増）、既設工事が20億80百万円（同2.6％減）、保守工事が11億11百万円（同1.1％増）となりました。 

 また、受注工事高は85億３百万円（同8.7％増）となり、新設工事が39億80百万円（同24.5％増）、既設工事が

30億72百万円（同3.1％減）、保守工事が14億50百万円（同0.0％減）となりました。 

 環境機器販売事業につきましては、売上高は３億48百万円（前年同四半期比20.5％増）となり、営業利益は13百

万円（前年同四半期は営業利益１百万円）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状態 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産の部は前連結会計年度末に比べて34百万円増加し

177億４百万円、負債の部は１億52百万円減少し89億22百万円、純資産の部は１億86百万円増加し87億81百万円と

なりました。 

 資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、現金及び預金が６億28百万円、未成工事支出金が

13億11百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形及び売掛

金並びに営業未収入金の合計額が18億49百万円減少したことによるものであります。 

 負債の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、短期借入金が１億66百万円、未成工事受入金が７

億90百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、仕入債務であります支払手形及び買掛金

が７億42百万円、未払法人税等が２億43百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部の主な増加要因といたしましては、利益剰余金が１億64百万円増加したこと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 

 連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に発表した公表数値に変更はありません。 

 なお、連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在において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。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があ

ります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

（減価償却の方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、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。 

 これによる、損益への影響は軽微であります。   

   

（４）追加情報  

 当社は、平成24年９月24日付で、株式会社三雄商会の株式取得（子会社化）に関する基本合意書を締結し、平成

24年12月21日開催の取締役会において、株式譲渡契約書の締結について決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いた

しました。 

①株式取得の目的 

 株式取得による子会社化を図ることで、北海道の千歳・恵庭市から胆振・日高地域までの商圏を確保するとと

もに、取扱商品の販売を拡大することが可能となるため、より一層の事業拡大を図ることができるものと考えて

おります。 

②株式取得の相手先の名称 

 河上聰 

 河上勝 

 元井厚生 他１名 

③株式取得（子会社化）する会社の概要 

 商号        株式会社三雄商会 

 本店所在地     北海道苫小牧市新中野町二丁目16番１号 

 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 河上聰 

 事業内容      管工機材商品の販売、空調計装設備の設計・施工 

 規模（平成24年３月期） 

資本金    20,000千円 

売上高   640,495千円 

④取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

 異動前の所有株式数   ０株（所有割合：０％） 

 取得株式数     40,000株 

 取得価額      40,000千円 

 異動後の所有株式数 40,000株（所有割合：100％） 

⑤日程 

 基本合意書締結   平成24年９月24日 

 株式譲渡契約締結  平成24年12月21日 

 株式譲受期日    平成25年２月26日（予定）  

   

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,476,866 4,105,743

受取手形及び売掛金 6,597,219 5,394,616

営業未収入金 2,151,832 1,505,310

有価証券 20,593 20,605

商品 361,324 387,500

未成工事支出金 1,261,171 2,572,586

原材料及び貯蔵品 27,212 33,944

繰延税金資産 145,823 108,251

その他 97,558 98,721

貸倒引当金 △25,043 △22,440

流動資産合計 14,114,559 14,204,839

固定資産   

有形固定資産 1,713,661 1,668,682

無形固定資産 92,106 71,836

投資その他の資産   

投資有価証券 631,700 662,135

その他 1,125,578 1,114,327

貸倒引当金 △7,506 △17,586

投資その他の資産合計 1,749,772 1,758,876

固定資産合計 3,555,540 3,499,395

資産合計 17,670,099 17,704,234



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(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 6,210,108 5,467,146

短期借入金 1,158,048 1,324,048

未払法人税等 340,326 96,358

未成工事受入金 349,049 1,139,724

賞与引当金 211,672 152,529

役員賞与引当金 35,300 23,250

完成工事補償引当金 23,790 13,850

工事損失引当金 10,800 28,100

その他 285,314 285,674

流動負債合計 8,624,409 8,530,681

固定負債   

長期借入金 36,102 31,196

繰延税金負債 59,247 66,752

再評価に係る繰延税金負債 132,393 132,393

退職給付引当金 2,067 1,280

役員退職慰労引当金 139,870 90,990

その他 81,545 69,634

固定負債合計 451,225 392,246

負債合計 9,075,634 8,922,928

純資産の部   

株主資本   

資本金 599,400 599,400

資本剰余金 525,000 529,314

利益剰余金 7,927,201 8,091,484

自己株式 △269,437 △256,777

株主資本合計 8,782,163 8,963,421

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 52,914 51,194

土地再評価差額金 △367,869 △367,869

その他の包括利益累計額合計 △314,954 △316,674

少数株主持分 127,256 134,560

純資産合計 8,594,465 8,781,306

負債純資産合計 17,670,099 17,704,234



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

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

売上高 11,395,279 12,911,051

売上原価 9,446,863 10,630,692

売上総利益 1,948,415 2,280,359

販売費及び一般管理費 1,834,031 1,876,562

営業利益 114,384 403,797

営業外収益   

受取配当金 16,214 17,798

受取賃貸料 14,536 16,770

持分法による投資利益 － 13,269

その他 15,533 29,474

営業外収益合計 46,284 77,313

営業外費用   

支払利息 14,068 14,028

持分法による投資損失 533 －

その他 20,172 5,090

営業外費用合計 34,774 19,118

経常利益 125,894 461,991

特別利益   

固定資産売却益 213 40

投資有価証券売却益 2,765 －

会員権売却益 2,025 －

特別利益合計 5,003 40

特別損失   

固定資産売却損 404 416

固定資産除却損 888 91

投資有価証券評価損 2,571 －

会員権売却損 － 1,241

会員権評価損 8,001 6,956

特別損失合計 11,866 8,705

税金等調整前四半期純利益 119,031 453,326

法人税、住民税及び事業税 50,892 151,049

法人税等調整額 40,756 52,417

法人税等合計 91,649 203,467

少数株主損益調整前四半期純利益 27,382 249,859

少数株主利益 2,689 8,522

四半期純利益 24,693 241,336



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 27,382 249,859

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,032 △2,492

土地再評価差額金 18,594 －

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,272 795

その他の包括利益合計 △1,710 △1,697

四半期包括利益 25,671 248,161

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 22,950 239,616

少数株主に係る四半期包括利益 2,720 8,545



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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