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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12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3月期第3四半期 8,172 △6.1 △235 ― △217 ― △165 ―

23年3月期第3四半期 8,706 △14.3 △107 ― △60 ― △5 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △157百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △51百万円 （―％）

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3月期第3四半期 △11.36 ―

23年3月期第3四半期 △0.38 ―

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 15,182 5,516 36.3
23年3月期 16,955 5,731 33.8

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  5,516百万円 23年3月期  5,731百万円

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 ― 4.00 4.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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 12,900 △6.4 260 △19.2 270 △26.0 125 △67.5 8.57



(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  

(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終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績につきましては、今後様々な要因によって予想値と
異なる可能性があります。なお、業績予想に関しましては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 15,321,000 株 23年3月期 15,321,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 732,741 株 23年3月期 732,270 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 14,588,400 株 23年3月期3Q 14,590,632 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興に向けて国内経済に持ち直

しの動きが見られるものの、海外の経済不安に端を発した円高基調の長期化や国内における電力供給不

安などを背景に、先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは、採算重視の営業展開を継続的に進めるとともに、全社的な

経費削減に取組み、原価の低減や販売費及び一般管理費の削減に努めてまいりました。また、東日本大

震災の被災地復旧・復興に向けた取組みの一環としまして、「コンクリート製品創造技術開発コンソー

シアム」に参画し、当社製品・技術の供給による支援に向けた第一歩を踏み出しました。しかしなが

ら、当社グループの事業を取り巻く環境は、公共事業の予算執行の遅延ならびに一部留保の影響が残っ

ていることから、依然として厳しい状況が続いております。 

当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は81億72百万円（前年同期比6.1％減）、営業損失は２

億35百万円（同１億28百万円増）、経常損失は２億17百万円（同１億56百万円増）、四半期純損失は１

億65百万円（同１億60百万円増）となりました。 

セグメント別の状況は、次のとおりであります。 
  

（セグメント別売上高の状況） 

   
（都市環境事業） 

擬石などのファニチュア関連製品が堅調に推移した一方、公共事業の縮減による工事発注減少の影

響が一部残ったことなどにより、主要な売上を占める舗装材が苦戦を強いられ、当セグメントの売上

高は26億51百万円（前年同期比3.2％減）となりました。 
  

（エクステリア事業） 

新設住宅着工戸数は回復基調にあるものの引き続き低調に推移しているなかで、主力製品である立

水栓の新製品を上市し拡販に努めましたが、既存製品の減収を補うことができず、当セグメントの売

上高は９億25百万円（前年同期比12.7％減）となりました。 
  

（土木事業） 

国や地方の公共投資縮減や予算執行の遅延ならびに一部留保の影響が残るなかで、大型民間工事の

受注はあったもののその影響を払拭するまでには至らず、当セグメントの売上高は45億94百万円（前

年同期比6.4％減）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて17億72百万円減少し、

151億82百万円となりました。これは主に、売上高に季節的変動があることで、売上高が減少したこと

により、受取手形及び売掛金が20億73百万円減少したものであります。  

 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15億57百万円減少し、96億

66百万円となりました。これは主に、売上高の季節的変動に伴い仕入等が減少したことにより、支払手

形及び買掛金が９億55百万円減少したものであります。  

 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２億15百万円減少し、55

億16百万円となりました。これは主に、四半期純損失の計上ならびに配当金の支払いにより利益剰余金

が減少したことによるものであります。 この結果、自己資本比率は36.3％となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

金  額 構成比 金  額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％

都市環境事業 2,738 31.4 2,651 32.5

エクステリア事業 1,060 12.2 925 11.3

土 木 事 業 4,906 56.4 4,594 56.2

合   計 8,706 100.0 8,172 100.0

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき予想しました結果、平成23年11月１日に発表し

ました業績予想値に変更はありません。 

なお、実際の業績につきましては、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 984,438 866,307

受取手形及び売掛金 6,213,362 4,139,433

商品及び製品 1,182,464 1,514,352

仕掛品 89,470 96,774

未成工事支出金 39,100 87,579

原材料及び貯蔵品 206,632 225,929

繰延税金資産 36,731 112,216

その他 56,134 65,690

貸倒引当金 △30,095 △21,091

流動資産合計 8,778,238 7,087,192

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,640,650 1,560,397

土地 4,927,968 4,927,968

その他（純額） 844,816 870,419

有形固定資産合計 7,413,436 7,358,785

無形固定資産 211,001 191,176

投資その他の資産

投資有価証券 309,684 303,048

繰延税金資産 126,526 129,662

その他 177,516 162,558

貸倒引当金 △61,097 △49,884

投資その他の資産合計 552,629 545,385

固定資産合計 8,177,067 8,095,347

資産合計 16,955,306 15,182,539

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,544,697 2,589,207

短期借入金 6,205,800 6,000,000

未払法人税等 120,287 9,952

未払消費税等 52,612 17,447

未払費用 98,023 136,136

賞与引当金 57,641 45,332

その他 347,069 322,454

流動負債合計 10,426,131 9,120,531

固定負債

長期借入金 400,000 100,000

退職給付引当金 193,641 218,565

その他 203,909 227,301

固定負債合計 797,551 545,867

負債合計 11,223,683 9,666,398
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,019,800 2,019,800

資本剰余金 2,016,586 2,016,586

利益剰余金 1,753,535 1,529,416

自己株式 △73,586 △73,644

株主資本合計 5,716,336 5,492,158

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15,287 23,983

その他の包括利益累計額合計 15,287 23,983

純資産合計 5,731,623 5,516,141

負債純資産合計 16,955,306 15,182,539
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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４月１日
至 平成22年12月31日)

当第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)

売上高 8,706,038 8,172,235

売上原価 7,281,137 6,951,461

売上総利益 1,424,901 1,220,773

販売費及び一般管理費 1,531,994 1,456,051

営業損失（△） △107,092 △235,277

営業外収益

受取利息 336 270

受取配当金 9,022 7,926

受取賃貸料 14,191 14,439

工業所有権実施許諾料 39,389 24,979

物品売却益 23,456 8,237

雑収入 14,830 12,341

営業外収益合計 101,227 68,195

営業外費用

支払利息 45,978 38,118

賃貸費用 5,511 7,720

雑損失 3,528 4,341

営業外費用合計 55,017 50,179

経常損失（△） △60,882 △217,261

特別利益

投資有価証券売却益 53,249 －

特別利益合計 53,249 －

特別損失

固定資産除却損 3,889 －

投資有価証券評価損 － 18,334

特別損失合計 3,889 18,334

税金等調整前四半期純損失（△） △11,522 △235,596

法人税、住民税及び事業税 19,108 16,207

法人税等調整額 △25,048 △86,038

法人税等合計 △5,940 △69,831

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,581 △165,764

四半期純損失（△） △5,581 △165,764
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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４月１日
至 平成22年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,581 △165,764

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △45,522 8,696

その他の包括利益合計 △45,522 8,696

四半期包括利益 △51,103 △157,068

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △51,103 △157,068

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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