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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 11,956 △25.7 △970 ― △918 ― △990 ―
21年3月期第3四半期 16,090 ― 573 ― 620 ― 281 ―

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

22年3月期第3四半期 △157.60 ―
21年3月期第3四半期 44.71 ―

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

22年3月期第3四半期 18,541 12,697 68.5 2,019.59
21年3月期 23,014 13,844 60.2 2,202.12

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  12,697百万円 21年3月期  13,844百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 15.00 ―
22年3月期 
（予想）

7.50 22.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 15,200 72.5 △1,150 ― △1,090 ― △1,160 ― △184.50



4.  その他 
(1) 期中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) 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  無  

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．平成21年10月30日に公表いたしました業績予想数値は今回変更しております。詳細は、平成22年２月８日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」 
をご参照ください。 
２．本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が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、実際の業績は
今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。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は、３ページ「定性的情報・財務
諸表等３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 6,400,000株 21年3月期 6,400,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 112,902株 21年3月期 112,902株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 6,287,098株 21年3月期第3四半期 6,287,149株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や工業生産の回復による景気の持ち直しが見られるもの

の、円高やデフレ傾向が続いたことにより企業収益は低迷し、また、個人消費におきましても、雇用情勢や所得環境

の悪化により低調に推移いたしました。 

 当社グループの主な事業分野である建設・土木業界におきましても、公共事業の減少をはじめ、企業の設備投資が

停滞し、新設住宅着工戸数も前年に比較して大幅に減少する等、極めて厳しい事業環境となりました。  

 このような環境の中、当社グループの当第３四半期連結累計売上高は 119億56百万円（前年同期比25.7％減）、営

業損失は９億70百万円（前年同期は営業利益５億73百万円）、経常損失は９億18百万円（前年同期は経常利益６億20

百万円）、四半期純損失は９億90百万円（前年同期は四半期純利益２億81百万円）と大幅な減収減益となりました。

  

 当第３四半期連結会計期間末におきましては、総資産は 185億41百万円となり、前連結会計年度末に比して44億73

百万円の減少となりました。主な要因としましては、受取手形及び売掛金が22億59百万円、たな卸資産が18億99百万

円それぞれ減少したことによります。 

 総負債は58億44百万円となり、前連結会計年度末に比して33億25百万円の減少となりました。主な要因としまして

は、短期借入金が31億50百万円減少したことによります。 

 また純資産は 126億97百万円となり、前連結会計期間末に比して11億47百万円の減少となりました。これにより、

自己資本比率は、前連結会計年度末に比して 8.3ポイント上昇の68.5％となりました。 

  

  （キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、８億82百万円となり、前年同期に比べ１億97

百万円の増加となりました。 

  「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、35億４百万円の獲得（前年同期は13億74百万円の支出）となりまし

た。主な要因としましては、税金等調整前四半期純損失を９億14百万円を計上しましたが、売上債権及びたな卸資産

が41億58百万円と大幅に減少したことによるものです。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、１億35百万円の支出となり、前年同期に比べ２億62百万円減少してお

ります。主な要因としましては、有形固定資産の取得による支出１億25百万円によるものであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、33億22百万円の支出（前年同期は16億86百万円の獲得）となりまし

た。主な要因としましては、短期借入金の減少31億50百万円によるものであります。 

 

  

今後のわが国経済は、さらなる公共事業の減少が見込まれるものの、海外経済が回復基調にあることや、日本企業の

設備投資の下げ止まり感に加え、新車販売等の個人消費も改善しつつあることから、景気は穏やかに回復していくも

のと期待されます。 

 このような環境を踏まえた結果、平成22年３月期の連結業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

定性的情報・財務諸表等

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

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）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

（３）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



５．四半期連結財務諸表 
（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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 882,803 836,535

受取手形及び売掛金 5,576,930 7,836,057

商品及び製品 648,896 819,748

仕掛品 303,248 435,166

原材料及び貯蔵品 2,161,253 3,757,890

繰延税金資産 108,572 148,653

その他 72,578 115,962

貸倒引当金 △32,523 △43,500

流動資産合計 9,721,759 13,906,513

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,372,101 1,449,211

機械装置及び運搬具（純額） 1,156,645 1,378,630

土地 5,413,825 5,413,825

建設仮勘定 2,606 4,716

その他（純額） 27,969 31,243

有形固定資産合計 7,973,147 8,277,627

無形固定資産   

のれん 71,250 85,500

その他 135,227 151,365

無形固定資産合計 206,477 236,865

投資その他の資産   

投資有価証券 388,112 336,934

前払年金費用 150,311 150,428

その他 123,824 212,487

貸倒引当金 △22,039 △105,948

投資その他の資産合計 640,209 593,902

固定資産合計 8,819,834 9,108,395

資産合計 18,541,594 23,014,908



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,848,009 2,960,687

短期借入金 1,750,000 4,900,000

未払法人税等 － 19,801

賞与引当金 32,226 144,896

役員賞与引当金 15,000 25,000

その他 616,843 544,250

流動負債合計 5,262,079 8,594,635

固定負債   

退職給付引当金 34,211 38,440

役員退職慰労引当金 249,002 263,440

繰延税金負債 297,927 272,682

その他 997 778

固定負債合計 582,138 575,341

負債合計 5,844,218 9,169,977

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,290,800 1,290,800

資本剰余金 1,207,310 1,207,310

利益剰余金 10,215,259 11,394,737

自己株式 △65,266 △65,266

株主資本合計 12,648,102 13,827,581

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,366 17,349

繰延ヘッジ損益 1,906 －

評価・換算差額等合計 49,273 17,349

純資産合計 12,697,376 13,844,931

負債純資産合計 18,541,594 23,014,908



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 16,090,684 11,956,087

売上原価 13,496,218 11,125,608

売上総利益 2,594,466 830,478

販売費及び一般管理費 2,020,906 1,801,016

営業利益又は営業損失（△） 573,559 △970,537

営業外収益   

受取利息 1,190 371

受取配当金 7,449 4,173

受取賃貸料 6,165 5,640

為替差益 51,865 29,932

その他 13,078 32,611

営業外収益合計 79,748 72,729

営業外費用   

支払利息 29,419 18,444

その他 3,749 2,599

営業外費用合計 33,168 21,044

経常利益又は経常損失（△） 620,139 △918,852

特別利益   

固定資産売却益 1,588 －

貸倒引当金戻入額 － 6,341

特別利益合計 1,588 6,341

特別損失   

固定資産除却損 14,030 1,513

ゴルフ会員権評価損 9,060 －

貸倒引当金繰入額 89,738 －

その他 － 393

特別損失合計 112,829 1,906

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

508,898 △914,417

法人税、住民税及び事業税 154,836 10,665

法人税等調整額 72,951 65,782

法人税等合計 227,788 76,448

四半期純利益又は四半期純損失（△） 281,110 △990,865



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

508,898 △914,417

減価償却費 369,972 361,305

のれん償却額 4,750 14,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） 136,602 △94,885

賞与引当金の増減額（△は減少） △107,307 △112,669

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,250 △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,084 △4,228

前払年金費用の増減額（△は増加） △36,711 116

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △123,930 △14,437

受取利息及び受取配当金 △8,639 △4,544

その他の収入 △398 △621

支払利息 29,419 18,444

固定資産売却損益（△は益） △1,588 －

固定資産除却損 14,030 1,513

ゴルフ会員権評価損 9,060 －

売上債権の増減額（△は増加） △983,817 2,259,127

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,185,508 1,899,405

仕入債務の増減額（△は減少） 1,525,753 △112,678

その他 △77,861 252,382

小計 △935,602 3,538,061

利息及び配当金の受取額 8,745 4,562

利息の支払額 △30,045 △16,971

法人税等の支払額 △417,768 △21,415

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,374,671 3,504,237

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △293,919 △125,136

有形固定資産の売却による収入 2,333 －

有形固定資産の除却による支出 △156 －

無形固定資産の取得による支出 △103,402 △9,374

投資有価証券の取得による支出 △2,897 △3,022

その他 500 2,174

投資活動によるキャッシュ・フロー △397,543 △135,358

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,460,000 250,000

短期借入金の返済による支出 △600,000 △3,400,000

自己株式の取得による支出 △54 －

配当金の支払額 △173,164 △172,611

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,686,780 △3,322,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,433 46,267

現金及び現金同等物の期首残高 771,203 836,535

現金及び現金同等物の四半期末残高 685,769 882,803



 該当事項はありません。 

  

  

 前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

 平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

 当連結グループは建材製品の専門メーカーとして、土木建築用溶接金網及びその他建築材等の製造、販売並び

に他社商品の仕入、販売を営んでおり、単一セグメントであるため、該当事項はありません。 

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第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） 

 当連結グループは建材製品の専門メーカーとして、土木建築用溶接金網及びその他建築材等の製造、販売並び

に他社商品の仕入、販売を営んでおり、単一セグメントであるため、該当事項はありません。  

 前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

 平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成21年12月31日）及び当第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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

 平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第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） 

 海外売上高がないため、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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



    生産、受注及び販売の状況におきましては、当第１四半期連結会計期間から「特殊溶接金網」は、金額の重要 

  性が低下しているため、「土木建築用溶接金網」に含めて表示しております。 

    なお、前年同四半期比較にあたっては、前第３四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えて表示してお 

   ります。 

(1）生産実績 

 当社グループの事業区分は単一セグメントであるため、当第３四半期連結累計期間の生産実績を品目区分別に示

すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は製造原価によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）商品仕入実績 

 当社グループの事業区分は単一セグメントであるため、当第３四半期連結累計期間の商品仕入実績を品目区分別

に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は仕入価額によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注状況 

 当社グループは見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

(4）販売実績 

 当社グループの事業区分は単一セグメントであるため、当第３四半期連結累計期間の販売実績を品目区分別に示

すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

品目 
当第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） 

 前年同期比（％） 

土木建築用溶接金網（千円）  9,126,326  76.5

その他（千円)  862,780  138.3

合計（千円)  9,989,106  79.5

品目 
当第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） 

 前年同期比（％） 

土木建築用溶接金網（千円）  815,153  85.5

その他（千円）  247,826  53.0

合計（千円）  1,062,979  74.8

品目 
当第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） 

 前年同期比（％） 

土木建築用溶接金網（千円)  10,751,707  71.2

その他（千円)  1,204,380  122.5

合計（千円）  11,956,087  74.3
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