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

25年3月期第3四半期 7,706 △5.7 △177 ― △147 ― △109 ―

24年3月期第3四半期 8,172 △6.1 △235 ― △217 ― △165 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △103百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △157百万円 （―％）

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3四半期 △7.48 ―

24年3月期第3四半期 △11.36 ―

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 14,674 5,596 38.1
24年3月期 16,250 5,729 35.3

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  5,596百万円 24年3月期  5,729百万円

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 ― 2.00 2.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 2.00 2.00

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） 
 

（％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 12,500 △1.5 150 97.9 150 34.0 80 54.0 5.48



(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 

(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、四半期決算短信（添付資料）３ページ
「(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、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 
 本資料に記載されている業績予想は、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。 

※  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 15,321,000 株 24年3月期 15,321,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 734,256 株 24年3月期 733,290 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 14,587,124 株 24年3月期3Q 14,588,400 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、東日本大震災の復興需要などを背景に、緩やかな

景気回復の兆しが見られたものの、欧州の債務危機に端を発した世界経済の減速により海外需要が低迷

し、企業の生産活動の低下や個人消費の停滞が顕在化するなど、先行き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（当社および子会社）は、役所・コンサルへの提案、設計折込

み活動の強化や新規販路の開拓に注力する一方、採算改善の販売施策も進めるとともに、全社的なコス

ト削減に取組み、原価の低減や販売費及び一般管理費の削減を図ってまいりました。また、関東以北を

営業エリアとする東日本支店の人員を強化するなど、地域の需要に対応した体制の見直しも実施いたし

ました。 

当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は77億６百万円（前年同期比5.7％減）、営業損失は１

億77百万円（同57百万円の改善）、経常損失は１億47百万円（同69百万円の改善）、四半期純損失は１

億９百万円（同56百万円の改善）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） 

主要な売上を占める舗装材関連は、環境対応製品である透水性タイプの製品群が堅調に推移し、ま
た、再生材料を用いた人工木材であるスーパーウッドも売上を伸ばしたものの、汎用舗装材や擬石製
品が低迷したことにより、当セグメントの売上高は24億50百万円（前年同期比7.6％減）となりまし
た。 
  

（エクステリア事業） 

主力製品である立水栓などのガーデン製品は、ハウスメーカーなどの新規販売ルートの開拓や製品
の品揃えによる拡販に注力した結果、当セグメントの売上高は９億51百万円（前年同期比2.8％増）
となりました。 
  

（土木事業） 

雨水を貯留し浸水から街を守る防災製品である地下貯留槽などが好調に推移したものの、国や地方
の公共投資における新規道路建設の予算減少に伴い、主力のボックスカルバートなどの大型製品の売
上が減少したことにより、当セグメントの売上高は43億４百万円（前年同期比6.3％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15億76百万円減少し、

146億74百万円となりました。これは主に、売上高に季節的変動があることで、売上債権の受取手形及

び売掛金が19億17百万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14億43百万円減少し、90億

78百万円となりました。これは主に、季節的変動に伴い仕入債務の支払手形及び買掛金が７億64百万円

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１億33百万円減少し、55

億96百万円となりました。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38.1％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 2,651 32.5 2,450 31.8

エクステリア事業 925 11.3 951 12.3

土 木 事 業 4,594 56.2 4,304 55.9

合   計 8,172 100.0 7,706 100.0

（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24年４月27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。 

  

（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） 

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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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 885,403 937,248

受取手形及び売掛金 5,706,920 3,789,218

商品及び製品 1,240,624 1,422,985

仕掛品 94,217 94,060

未成工事支出金 25,680 25,653

原材料及び貯蔵品 198,370 210,011

繰延税金資産 10,408 68,665

その他 48,173 73,943

貸倒引当金 △22,449 △15,188

流動資産合計 8,187,348 6,606,597

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,526,328 1,455,836

土地 4,927,968 4,925,761

その他（純額） 864,833 940,803

有形固定資産合計 7,319,130 7,322,400

無形固定資産 184,108 179,698

投資その他の資産

投資有価証券 314,415 322,356

繰延税金資産 133,986 136,035

その他 151,726 143,066

貸倒引当金 △39,718 △35,587

投資その他の資産合計 560,409 565,871

固定資産合計 8,063,648 8,067,970

資産合計 16,250,996 14,674,568

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,249,765 2,485,065

短期借入金 6,100,000 4,928,458

未払法人税等 39,251 13,418

未払消費税等 48,611 22,291

未払費用 123,306 129,465

賞与引当金 18,310 34,775

その他 371,464 389,934

流動負債合計 9,950,711 8,003,409

固定負債

長期借入金 100,000 613,207

退職給付引当金 227,788 241,714

その他 243,063 220,011

固定負債合計 570,852 1,074,932

負債合計 10,521,564 9,078,342
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（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)

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 1,747,145 1,608,834

自己株式 △73,710 △73,811

株主資本合計 5,709,821 5,571,409

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19,611 24,816

その他の包括利益累計額合計 19,611 24,816

純資産合計 5,729,432 5,596,225

負債純資産合計 16,250,996 14,674,568
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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 8,172,235 7,706,217

売上原価 6,951,461 6,555,264

売上総利益 1,220,773 1,150,952

販売費及び一般管理費 1,456,051 1,328,911

営業損失（△） △235,277 △177,958

営業外収益

受取利息 270 237

受取配当金 7,926 7,785

受取賃貸料 14,439 16,274

工業所有権実施許諾料 24,979 29,488

雑収入 20,579 24,170

営業外収益合計 68,195 77,956

営業外費用

支払利息 38,118 34,212

賃貸費用 7,720 7,496

雑損失 4,341 5,789

営業外費用合計 50,179 47,498

経常損失（△） △217,261 △147,500

特別損失

投資有価証券評価損 18,334 －

特別損失合計 18,334 －

税金等調整前四半期純損失（△） △235,596 △147,500

法人税、住民税及び事業税 16,207 24,677

法人税等調整額 △86,038 △63,042

法人税等合計 △69,831 △38,365

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △165,764 △109,135

四半期純損失（△） △165,764 △109,135
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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損失（△） △165,764 △109,135

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8,696 5,205

その他の包括利益合計 8,696 5,205

四半期包括利益 △157,068 △103,930

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △157,068 △103,930

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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