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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 14,370 6.6 39 ― 9 ― △58 ―
24年3月期第3四半期 13,475 △23.4 △67 ― △147 ― △430 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △50百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △247百万円 （―％）

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 △5.02 ―
24年3月期第3四半期 △36.24 ―

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 31,943 13,247 40.9
24年3月期 32,935 13,416 40.2
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  13,067百万円 24年3月期  13,231百万円

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 ― 10.00 10.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 10.00 10.00

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 21,000 △2.8 300 △33.9 200 △36.4 100 ― 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 

(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、添付資料３ページ「２．サマリー情報 
（注記事項）に関する事項（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、四半期連結財務諸表に対
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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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

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 12,000,000 株 24年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 329,189 株 24年3月期 326,838 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 11,672,168 株 24年3月期3Q 11,868,401 株
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当第３四半期連結累計期間における当社グループの関連業界におきましては、前期と同様に電力各社

では修繕費・設備投資の削減などが進められており、建築・道路関連においても需要は回復傾向にある

ものの厳しい価格競争が続いております。 

そのような状況のなか、当社グループは経営方針である「製品力、サービス力、コスト力を追求し、

全員でモノづくりイノベーションに取組む」を推進し、コストダウンと採算性の確保等に取組みまし

た。 

その結果、売上高は143億70百万円（前年同四半期比6.6％増）と増収となりました。また、人件費・

経費等の予算管理の厳格化により営業利益39百万円（前年同四半期は営業損失67百万円）、経常利益９

百万円（前年同四半期は経常損失１億47百万円）を計上したものの、四半期純損失58百万円（前年同四

半期は四半期純損失４億30百万円）となりました。 

セグメントの業績は、電力・通信関連事業では、売上高79億23百万円（前年同四半期比3.8％減）、

セグメント利益６億24百万円（前年同四半期比7.4％減）、建築・道路関連事業では、売上高45億29百

万円（前年同四半期比36.2％増）、セグメント損失１億15百万円（前年同四半期はセグメント損失３億

75百万円）、碍子・樹脂関連事業では、売上高19億16百万円（前年同四半期比0.1％増）、セグメント

利益50百万円（前年同四半期比42.1％減）となりました。  

  

（資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べ９億92百万円減少し、319億43百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ７億97百万円減少し、159億65百万円となりました。主な要因

は受取手形及び売掛金が15億39百万円減少し、仕掛品が11億13百万円増加したことによるものでありま

す。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億94百万円減少し、159億77百万円となりました。主な要因

は減価償却によるものであります。 

（負債) 

負債は、前連結会計年度末に比べ８億23百万円減少し、186億95百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ12億40百万円減少し、94億42百万円となりました。主な要因は

支払手形及び買掛金が３億32百万円、１年以内償還予定の社債が７億18百万円減少したことによるもの

であります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ４億16百万円増加し、92億52百万円となりました。主な要因は

長期借入金が５億44百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億68百万円減少し、132億47百万円となりました。主な要因は

利益剰余金が１億38百万円減少したことによるものであります。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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現時点での連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想から変更は

ございません。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業損益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益に与える

影響額は軽微であります。 

  

  

  

（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

（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）
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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 4,671,972 4,555,649

受取手形及び売掛金 6,771,416 5,232,116

製品 1,371,669 1,194,399

仕掛品 3,024,792 4,138,053

原材料及び貯蔵品 576,744 503,592

その他 348,132 347,228

貸倒引当金 △1,572 △5,429

流動資産合計 16,763,155 15,965,609

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,510,906 2,372,406

機械及び装置（純額） 844,253 810,843

土地 10,519,464 10,450,531

その他（純額） 98,311 187,605

有形固定資産合計 13,972,936 13,821,388

無形固定資産 165,451 181,577

投資その他の資産

投資有価証券 1,088,711 1,073,636

その他 980,799 940,355

貸倒引当金 △35,077 △39,130

投資その他の資産合計 2,034,434 1,974,861

固定資産合計 16,172,822 15,977,826

資産合計 32,935,977 31,943,435
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,633,414 5,300,429

短期借入金 1,497,382 1,460,000

1年内返済予定の長期借入金 325,890 280,230

1年内償還予定の社債 1,654,000 936,000

未払法人税等 30,941 6,749

賞与引当金 288,840 102,419

役員賞与引当金 39,250 －

その他 1,213,607 1,357,104

流動負債合計 10,683,326 9,442,933

固定負債

社債 1,794,000 1,756,000

長期借入金 1,825,237 2,369,882

再評価に係る繰延税金負債 2,145,745 2,125,609

退職給付引当金 2,455,475 2,453,665

役員退職慰労引当金 267,354 182,354

その他 348,153 365,129

固定負債合計 8,835,967 9,252,641

負債合計 19,519,293 18,695,574

純資産の部

株主資本

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 30,708 30,708

利益剰余金 8,679,229 8,540,355

自己株式 △75,288 △75,895

株主資本合計 9,234,650 9,095,168

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 115,192 127,140

土地再評価差額金 3,881,629 3,845,203

その他の包括利益累計額合計 3,996,822 3,972,343

少数株主持分 185,210 180,348

純資産合計 13,416,683 13,247,860

負債純資産合計 32,935,977 31,943,435
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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 13,475,021 14,370,200

売上原価 11,634,623 12,490,992

売上総利益 1,840,398 1,879,207

販売費及び一般管理費 1,907,748 1,839,547

営業利益又は営業損失（△） △67,350 39,660

営業外収益

受取利息 1,805 1,115

受取配当金 31,790 31,565

受取賃貸料 93,286 91,924

固定資産売却益 2,831 31,407

その他 23,961 20,373

営業外収益合計 153,674 176,386

営業外費用

支払利息 77,926 68,635

賃貸費用 50,364 44,724

借入手数料 50,606 37,926

その他 55,236 55,287

営業外費用合計 234,132 206,574

経常利益又は経常損失（△） △147,807 9,473

特別損失

投資有価証券評価損 113,543 24,161

退職給付制度改定損 71,141 －

特別損失合計 184,684 24,161

税金等調整前四半期純損失（△） △332,492 △14,688

法人税、住民税及び事業税 8,025 11,521

法人税等調整額 97,222 39,251

法人税等合計 105,248 50,773

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △437,741 △65,461

少数株主損失（△） △7,639 △6,892

四半期純損失（△） △430,102 △58,569
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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（△） △437,741 △65,461

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △117,717 14,528

土地再評価差額金 307,499 －

その他の包括利益合計 189,782 14,528

四半期包括利益 △247,959 △50,932

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △238,483 △46,621

少数株主に係る四半期包括利益 △9,476 △4,311
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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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