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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 9,290 10.0 869 244.7 652 222.6 △15 ―
23年3月期第3四半期 8,445 2.3 252 ― 202 460.7 43 196.4

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △43百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 90百万円 （―％）

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 △1.55 ―
23年3月期第3四半期 4.47 ―

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 17,338 15,653 90.1
23年3月期 17,529 15,746 89.7
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  15,627百万円 23年3月期  15,722百万円

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 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 5.00 5.00

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 11,750 1.8 1,060 92.4 900 91.5 200 △13.1 20.63



(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
四半期レビュー手続きは終了していません。 

※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。 

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 10,095,800 株 23年3月期 10,095,800 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 406,931 株 23年3月期 405,733 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 9,689,306 株 23年3月期3Q 9,692,782 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、東日本大震災の影響による国内経済の停滞は緩やかに回復

基調にあるものの、電力供給不足問題や原子力災害の影響、原油価格の高騰、海外における信用不安、為替・株価

の変動による景気下振れのリスクが存在し、景気悪化の懸念材料は依然として多く、先行きは不透明な状況となっ

ております。 

 当業界におきましては、震災による影響や、各種住宅取得支援制度の効果を背景として、新設住宅着工戸数に緩

やかな持ち直しの動きが見られたものの、雇用・所得環境に未だ厳しさが残存するとともに、需要を牽引してきた

住宅版エコポイント制度の打ち切りやフラット35Ｓの終了を控えて消費マインドは低下傾向を示し、同市場もまた

経済情勢同様に本格的な回復には至らない状況で推移いたしました。 

 このような状況のなか、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、木材関連事業では、収納材

を中心とした主要製品の拡販、新規需要の開拓等積極的な販売活動を推進いたしました。製造部門では、生産体制

の整備を図ることに重点をおき、製品加工の集約化、効率化、内製化によるコストダウンを実施いたしました。電

線関連事業では、本業である配線配管材・電線の受注を中心に営業努力を図り、病院、学校、郊外ショッピングセ

ンター等をターゲットに販売活動を実施いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益

百万円（前年同四半期比 ％増）、経常利益 百万円（前年同四半期比 ％増）、四半期純損失 百万

円（前年同四半期は四半期純利益 百万円）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少い

たしました。これは主に現金及び預金 百万円の減少、受取手形及び売掛金 百万円の増加、原材料及び貯蔵

品 百万円の増加等によるものであります。固定資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円

増加いたしました。これは主に無形固定資産 百万円の増加等によるものであります。 

 この結果、総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。  

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少い

たしました。これは主に未払法人税等 百万円の減少等によるものであります。固定負債は 百万円となり、前

連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。これは主に資産除去債務 百万円の減少等によるものでありま

す。 

 この結果、負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。  

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少

いたしました。これは主に利益剰余金 百万円の減少等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 

 連結業績予想につきましては、平成23年８月18日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通

期の連結業績予想から変更はありません。 

 なお、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。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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４．四半期連結財務諸表 
（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 2,651,851 714,711

受取手形及び売掛金 4,337,414 4,978,586

商品及び製品 701,782 733,489

仕掛品 550,073 918,642

原材料及び貯蔵品 882,433 1,314,399

その他 242,960 280,163

貸倒引当金 △8,364 △22,296

流動資産合計 9,358,152 8,917,696

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,436,255 5,289,802

減価償却累計額 △4,173,329 △4,109,701

建物及び構築物（純額） 1,262,926 1,180,100

機械装置及び運搬具 6,645,001 6,675,191

減価償却累計額 △6,160,474 △6,222,627

機械装置及び運搬具（純額） 484,527 452,563

工具、器具及び備品 380,760 403,634

減価償却累計額 △341,539 △351,427

工具、器具及び備品（純額） 39,220 52,206

土地 3,918,461 3,906,383

建設仮勘定 564 53,763

その他 － 22,628

有形固定資産合計 5,705,699 5,667,645

無形固定資産   

その他 209,191 532,711

無形固定資産合計 209,191 532,711

投資その他の資産   

投資有価証券 532,827 559,673

投資不動産 1,606,446 1,666,934

減価償却累計額 △533,852 △548,809

投資不動産（純額） 1,072,593 1,118,124

その他 712,111 591,136

貸倒引当金 △61,547 △48,447

投資その他の資産合計 2,255,985 2,220,487

固定資産合計 8,170,877 8,420,844

資産合計 17,529,029 17,338,540



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 984,382 913,008

未払金 229,609 291,199

未払費用 70,425 99,923

未払法人税等 148,679 48,172

未払消費税等 73,465 44,499

賞与引当金 121,281 102,218

環境対策引当金 4,708 4,708

資産除去債務 － 12,276

その他 18,787 49,323

流動負債合計 1,651,338 1,565,330

固定負債   

退職給付引当金 79,124 84,109

役員退職慰労引当金 10,140 10,140

資産除去債務 12,226 －

その他 29,889 25,335

固定負債合計 131,380 119,584

負債合計 1,782,718 1,684,915

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,121,000 2,121,000

資本剰余金 1,865,920 1,865,920

利益剰余金 12,015,357 11,951,850

自己株式 △129,080 △129,500

株主資本合計 15,873,197 15,809,269

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △35,222 △20,713

繰延ヘッジ損益 18,946 138

為替換算調整勘定 △134,718 △160,886

その他の包括利益累計額合計 △150,994 △181,461

少数株主持分 24,108 25,817

純資産合計 15,746,310 15,653,625

負債純資産合計 17,529,029 17,338,540



（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 8,445,869 9,290,836

売上原価 5,690,164 5,889,000

売上総利益 2,755,705 3,401,835

販売費及び一般管理費   

発送運賃 566,876 611,814

報酬及び給料手当 769,136 823,847

賞与引当金繰入額 30,427 53,690

退職給付費用 38,890 47,544

その他 1,097,993 995,044

販売費及び一般管理費合計 2,503,323 2,531,941

営業利益 252,381 869,894

営業外収益   

受取利息 13,414 12,358

受取配当金 10,514 10,825

受取賃貸料 69,559 72,769

その他 30,071 29,722

営業外収益合計 123,559 125,675

営業外費用   

支払利息 435 －

持分法による投資損失 68,584 1,317

為替差損 104,404 285,185

賃貸費用 － 41,135

その他 294 15,573

営業外費用合計 173,718 343,211

経常利益 202,222 652,358

特別利益   

固定資産売却益 16,504 21,099

特別利益合計 16,504 21,099

特別損失   

固定資産売却損 18 －

固定資産除却損 11,250 14,049

退職給付制度改定損 17,434 －

訴訟関連損失 10,500 645,559

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,602 －

その他 7,571 －

特別損失合計 58,376 659,608

税金等調整前四半期純利益 160,350 13,849

法人税、住民税及び事業税 53,468 49,423

法人税等還付税額 △800 －

過年度法人税等 － 18,248

法人税等調整額 64,886 △40,953

法人税等合計 117,554 26,718

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

42,796 △12,869

少数株主利益又は少数株主損失（△） △506 2,187

四半期純利益又は四半期純損失（△） 43,302 △15,057



（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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

42,796 △12,869

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △49,069 14,508

繰延ヘッジ損益 34,096 △18,807

為替換算調整勘定 62,868 △26,646

その他の包括利益合計 47,895 △30,945

四半期包括利益 90,691 △43,814

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 102,697 △45,524

少数株主に係る四半期包括利益 △12,006 1,709



 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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