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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 8,902 29.3 566 18.8 667 60.6 391 16.1
24年3月期第3四半期 6,884 24.0 476 △22.9 415 △29.1 336 14.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 444百万円 （80.8％） 24年3月期第3四半期 245百万円 （△9.2％）

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 10.61 ―
24年3月期第3四半期 9.13 ―

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

25年3月期第3四半期 19,353 8,274 42.7 224.24
24年3月期 21,293 8,015 37.6 217.14
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 8,267百万円 24年3月期 8,005百万円

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 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 5.00 5.00

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 14,000 28.8 900 △11.5 850 △17.9 500 △27.4 13.56



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
当資料に記載した予想数値は、現時点で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。実際の業績等は業況の変
化等により、上記数値と異なる場合があります。なお業績予想に関する事項は〔添付資料〕２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想に関す
る定性的情報」をご覧ください。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 37,840,000 株 24年3月期 37,840,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 971,014 株 24年3月期 970,604 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 36,869,077 株 24年3月期3Q 36,889,956 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界景気の減速等を背景として、生産や輸出が緩やかに減少

し、設備投資も企業収益の弱含みに伴い弱い動きをするなど、景気は総じて弱い動きで推移しました。

このような情勢の下で、当社グループは平成24年４月をスタートとする三ヶ年経営計画を策定し、長期的・持続

的成長を目指して諸施策に取り組みました。

鉄構事業においては、売上高は完成工事高が増加したことなどにより、79億13百万円（前年同四半期比39.6％

増）となり、営業損益は売上が増加した効果により、前年同四半期に比べ84百万円損失が減少し、70百万円の損失

となりました。

不動産事業においては、売上高は賃貸収入が安定していたことにより、前年同四半期と同じ９億89百万円とな

り、営業利益は前年同四半期比微減（0.5％減）の６億35百万円となりました。

以上により、当第３四半期の連結売上高は89億２百万円（前年同四半期比29.3％増）、営業利益は５億66百万円

（前年同四半期比18.8％増）、経常利益は為替差益の計上などにより６億67百万円（前年同四半期比60.6％増）、

四半期純利益は税金費用の増加などにより３億91百万円（前年同四半期比16.1％増）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

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19億39百万円減少し、193億53百万円となり

ました。これは完成工事高増加に伴う仕掛品の減少などによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ21億99百万円減少し、110億78百万円となりました。これは工事完成に伴

う前受金の減少などによるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億59百万円増加の82億74百万円となりました。これは主として純利益

計上に伴う利益剰余金の増加など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

わが国経済の先行きは、当面は弱さが残るものの、復興需要が引き続き下支えするなかで、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。

このような状況の下、当四半期末日現在においては、鉄構事業は売上及び工事原価とも大きな変化はなく、ま

た、不動産事業の業績も、賃貸収入が安定していることなどから、当初予想通りとしております。

以上により、業績予想（平成24年11月８日発表）の見直しは行っておりません。

（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

（減価償却方法の変更）

当社及び国内連結子会社は、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。

この変更による、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。

１．当四半期決算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



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 1,321,837 974,307

受取手形及び売掛金（純額） 6,074,002 6,247,834

商品及び製品 124 107

仕掛品 2,761,328 1,030,245

原材料及び貯蔵品 5,590 5,557

その他 244,956 288,345

流動資産合計 10,407,839 8,546,397

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,061,876 6,873,661

土地 2,025,762 2,025,050

その他（純額） 40,081 35,907

有形固定資産合計 9,127,719 8,934,619

無形固定資産 22,491 50,430

投資その他の資産 1,735,374 1,822,140

固定資産合計 10,885,586 10,807,189

資産合計 21,293,425 19,353,587

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,454,060 2,179,455

短期借入金 3,200,000 3,500,000

未払法人税等 253,322 41,963

前受金 2,338,301 461,437

引当金 111,641 69,570

その他 131,987 107,143

流動負債合計 8,489,313 6,359,571

固定負債

繰延税金負債 805,931 816,252

退職給付引当金 420,848 425,756

役員退職慰労引当金 189,370 198,370

長期預り保証金 3,371,131 3,278,411

その他 1,651 300

固定負債合計 4,788,932 4,719,090

負債合計 13,278,246 11,078,661



（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 1,892,000 1,892,000

資本剰余金 1,390,995 1,390,995

利益剰余金 4,782,219 4,989,038

自己株式 △161,317 △161,377

株主資本合計 7,903,897 8,110,656

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 114,769 158,182

為替換算調整勘定 △12,985 △1,209

その他の包括利益累計額合計 101,783 156,973

少数株主持分 9,498 7,296

純資産合計 8,015,179 8,274,926

負債純資産合計 21,293,425 19,353,587



（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 6,884,117 8,902,776

売上原価 5,643,196 7,523,932

売上総利益 1,240,920 1,378,843

販売費及び一般管理費 764,430 812,543

営業利益 476,490 566,300

営業外収益

受取利息及び配当金 34,651 32,510

為替差益 － 101,187

その他 25,249 17,339

営業外収益合計 59,901 151,037

営業外費用

支払利息 29,689 32,678

支払手数料 42,650 14,275

為替差損 42,134 －

その他 6,308 2,976

営業外費用合計 120,783 49,931

経常利益 415,608 667,406

特別損失

固定資産除却損 － 2,007

固定資産売却損 － 2,671

投資有価証券評価損 33,187 12,607

その他 6,957 3,000

特別損失合計 40,144 20,286

税金等調整前四半期純利益 375,463 647,119

法人税、住民税及び事業税 130,483 251,016

法人税等調整額 △89,417 7,656

法人税等合計 41,066 258,672

少数株主損益調整前四半期純利益 334,397 388,446

少数株主損失（△） △2,566 △2,719

四半期純利益 336,963 391,166



（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 334,397 388,446

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △88,601 43,413

為替換算調整勘定 △128 12,294

その他の包括利益合計 △88,730 55,707

四半期包括利益 245,666 444,154

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 249,031 446,355

少数株主に係る四半期包括利益 △3,364 △2,201



該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 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）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

（注）１.セグメント利益の調整額1,182千円は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

（注）１.セグメント利益の調整額1,182千円は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間から「ガス事業」のセグメント区分を廃止しております。

これは、前連結会計年度末をもってガス事業を廃止したことによるものであります。

これにより、第１四半期連結会計期間より「鉄構事業」「不動産事業」の２つのセグメント区分となっ

ております。

（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

（５）セグメント情報等

鉄構事業 不動産事業 ガス事業 合計
調整額

（注）１

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２

売上高

外部顧客への売上高 5,669,150 989,707 225,259 6,884,117 ― 6,884,117

セグメント間の

内部売上高又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 5,669,150 989,707 225,259 6,884,117 ― 6,884,117

セグメント利益又は

損失（△）
△154,556 638,565 △8,701 475,307 1,182 476,490

鉄構事業 不動産事業 合計
調整額

（注）１

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２

売上高

外部顧客への売上高 7,913,120 989,655 8,902,776 ― 8,902,776

セグメント間の

内部売上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 7,913,120 989,655 8,902,776 ― 8,902,776

セグメント利益又は

損失（△）
△70,107 635,224 565,117 1,182 566,300
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