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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 13,479 19.0 249 ― 237 88.6 117 101.3
22年3月期第3四半期 11,331 △16.7 △62 ― 125 △77.7 58 △80.6

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

23年3月期第3四半期 13.38 ―

22年3月期第3四半期 6.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 17,725 8,253 46.6 936.92
22年3月期 17,107 8,225 48.1 933.79

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  8,253百万円 22年3月期  8,225百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

配当予想につきましては、未定とさせていただきます。 

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

22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

― ―

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 18,298 14.9 494 ― 487 74.9 321 139.1 36.48



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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、
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利用にあたっての注意事項等については、
四半期決算短信（添付資料２ページ「（３）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 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 8,832,000株 22年3月期  8,832,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  23,348株 22年3月期  23,348株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 8,808,652株 22年3月期3Q 8,808,727株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や設備投資など一部の経済指標において緩やかな改善の

動きが見られたものの、長引く円高に加え、デフレの影響や雇用情勢の厳しさなどもあり、依然、先行き不透明な

状況で推移しました。 

  当企業グループの属する建設業界におきましても、住宅着工戸数が緩やかな回復の兆しを見せるなど、民間需

要では持ち直しの動きも見られたものの、総じて厳しい状況で推移しました。 

 このような状況下において、当企業グループは、全国展開となった営業ネットワーク網を用いて、新規顧客の開

拓および既存顧客の深耕を行い、需要獲得を推進してまいりました。また、新たな需要の創造を行うべく、９月に

出店した熊本営業所も本格稼動を始め、市場の拡大を図ってまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は 千円（前期比119.0％）と増収を計上することができま

した。また、利益面につきましては営業利益 千円（前年同期実績は営業損失 千円）、経常利益

千円（前期比188.6％）、四半期純利益 千円（前期比201.3％）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３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円とな

りました。 

 流動資産は、受取手形及び売掛金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、

千円となりました。 

 固定資産は、新設営業所用地取得等により、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円と

なりました。 

 流動負債は、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりま

した。 

 固定負債は、退職給付引当金の増加等により、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円とな

りました。 

 純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりま

した。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期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 千円

増加し、 千円となりました。 

 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） 

 営業活動の結果得られた資金は、売上債権の増加等があったものの、税金等調整前四半期純利益、仕入債務の

増加等により 千円（前年同期に得られた資金は 千円）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、新設営業所用地取得等に係る支払い等により 千円（前年同期に使用

した資金は 千円）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、借入金等の返済及び利益配当金の支払い等により、 千円（前年同期

に使用した資金は 千円）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の通期の業績予想につきましては、現時点では平成22年５月11日に公表いたしました連結業績予

想から変更はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

13,479,886

249,193 62,174

237,416 117,815

618,137 17,725,867

454,203

7,505,455

163,933 10,220,412

488,104 8,491,315

102,447 981,547

27,584 8,253,005

26,720

570,719

432,938 513,884

253,042

403,379

153,175

754,407
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が当第２四半期連結会計期間末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

③法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

 繰延税金資産の回収可能性に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これによる損益への影響はありません。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額はありま

せん。   

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 570,719 543,998

受取手形及び売掛金 5,551,542 5,017,171

商品及び製品 1,231,505 1,242,527

仕掛品 12,392 －

原材料及び貯蔵品 91,270 114,195

その他 73,371 151,722

貸倒引当金 △25,346 △18,363

流動資産合計 7,505,455 7,051,252

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,557,632 2,556,070

土地 6,650,623 6,505,085

その他（純額） 219,580 242,454

有形固定資産合計 9,427,836 9,303,610

無形固定資産   

借地権 183,254 183,254

その他 14,734 15,320

無形固定資産合計 197,989 198,575

投資その他の資産   

その他 691,255 682,063

貸倒引当金 △96,669 △127,770

投資その他の資産合計 594,585 554,292

固定資産合計 10,220,412 10,056,478

資産合計 17,725,867 17,107,730

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,815,379 2,319,543

短期借入金 5,200,000 5,240,000

未払法人税等 74,853 114,256

賞与引当金 44,898 81,708

その他 356,185 247,702

流動負債合計 8,491,315 8,003,210

固定負債   

退職給付引当金 621,895 511,828

役員退職慰労引当金 256,275 246,600

その他 103,376 120,671

固定負債合計 981,547 879,099

負債合計 9,472,862 8,882,310
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,073,200 1,073,200

資本剰余金 951,153 951,153

利益剰余金 6,233,798 6,203,417

自己株式 △13,491 △13,491

株主資本合計 8,244,660 8,214,280

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,344 11,139

評価・換算差額等合計 8,344 11,139

純資産合計 8,253,005 8,225,420

負債純資産合計 17,725,867 17,107,730
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

売上高 11,331,686 13,479,886

売上原価 9,361,852 11,091,676

売上総利益 1,969,833 2,388,209

販売費及び一般管理費 2,032,008 2,139,015

営業利益又は営業損失（△） △62,174 249,193

営業外収益   

受取利息 373 249

仕入割引 188,074 －

その他 24,792 8,186

営業外収益合計 213,240 8,436

営業外費用   

支払利息 25,115 20,212

その他 51 1

営業外費用合計 25,166 20,213

経常利益 125,899 237,416

特別利益   

固定資産売却益 901 1,396

貸倒引当金戻入額 10,196 －

賞与引当金戻入額 2,798 －

特別利益合計 13,896 1,396

特別損失   

固定資産売却損 518 74

固定資産除却損 146 184

特別損失合計 665 259

税金等調整前四半期純利益 139,129 238,554

法人税、住民税及び事業税 55,570 141,955

法人税等調整額 25,037 △21,216

法人税等合計 80,607 120,738

少数株主損益調整前四半期純利益 － 117,815

四半期純利益 58,521 117,815
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

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 139,129 238,554

減価償却費 164,459 172,419

のれん償却額 6,113 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,987 △24,117

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,863 △36,810

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,577 110,066

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,568 9,675

受取利息及び受取配当金 △873 △706

支払利息 25,115 20,212

固定資産除売却損益（△は益） △234 △1,137

売上債権の増減額（△は増加） 152,294 △496,800

たな卸資産の増減額（△は増加） △77,098 21,554

差入保証金の増減額（△は増加） △410 700

その他の資産の増減額（△は増加） △7,217 47,682

仕入債務の増減額（△は減少） 391,986 496,534

その他の負債の増減額（△は減少） 21,920 28,920

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,487 43,666

小計 762,856 630,412

利息及び配当金の受取額 873 706

利息の支払額 △25,362 △20,303

法人税等の支払額 △224,482 △177,878

営業活動によるキャッシュ・フロー 513,884 432,938

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △266,279 △256,060

有形及び無形固定資産の売却による収入 2,087 2,418

関係会社株式の取得による支出 △89,178 －

貸付けによる支出 △51,278 △218

貸付金の回収による収入 1,992 1,025

その他の支出 △2,332 △1,585

その他の収入 1,609 1,377

投資活動によるキャッシュ・フロー △403,379 △253,042

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） △670,000 △40,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,269 △24,396

自己株式の取得による支出 △32 －

配当金の支払額 △71,105 △88,778

財務活動によるキャッシュ・フロー △754,407 △153,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △643,901 26,720

現金及び現金同等物の期首残高 1,205,168 543,998

現金及び現金同等物の四半期末残高 561,266 570,719
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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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