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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 5,519 △8.9 △15 ― △66 ― △93 ―
23年3月期第3四半期 6,064 4.6 229 87.3 165 189.3 182 548.9

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 △12.22 ―
23年3月期第3四半期 23.71 ―

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 6,840 1,677 24.5
23年3月期 6,575 1,787 27.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  1,677百万円 23年3月期  1,787百万円

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 ― 2.00 2.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 2.00 2.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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 9,300 2.8 290 △29.5 200 △38.6 160 △64.6 20.83



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 7,716,063 株 23年3月期 7,716,063 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 39,742 株 23年3月期 37,268 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 7,677,647 株 23年3月期3Q 7,679,745 株

※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 
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。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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期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により緩やかな回復傾向

となりましたが、タイで発生した洪水被害の影響や依然として欧州の債務問題の懸念等による円高基調

など、景気の先行きは引き続き不透明な状態が続いております。 

また、建設業界においては、公共投資の縮減・見直し、景気の停滞感などから設備投資は減少傾向に

あり、依然厳しい市場環境にありました。 

このような状況のなか、当社は地球環境保全に貢献できる太陽光発電屋根や、従来の金属屋根では対

応できなかったビル・マンションへの防水屋根のほか、高機能・高品質屋根の普及に努めてまいりまし

た。 

当第３四半期累計期間においては、大型案件が少なく、また、工期ずれの物件などがあり、売上高は

5,519百万円（前年同期比8.9％減）となりました。その内訳は製品売上高が3,503百万円（前年同期比

11.9％減）、請負工事高が2,016百万円（前年同期比3.2％減）となりました。また、損益面におきまし

ては、売上高が減少したことなどにより営業損失は15百万円（前年同期は229百万円の利益）、経常損

失は66百万円（前年同期は165百万円の利益）、四半期純損失は93百万円（前年同期は182百万円の利

益）となりました。 

  

（資産） 

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ264百万円増加し6,840百万円となりまし

た。その主な要因としては、当第３四半期の売上債権の回収増に伴い売上債権が103百万円減少しまし

たが、今後の売上高増加に対応して、たな卸資産が453百万円増加したことなどによります。 

（負債） 

負債合計は、運転資金の借入により借入金が268百万円増加、たな卸資産の購入により仕入債務が125

百万円増加したことなどにより、前事業年度末に比べ375百万円増加し5,162百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、配当金の支払い15百万円及び当第３四半期累計期間の四半期純損失の影響により、前

事業年度末に比べ110百万円減少し1,677百万円となり、自己資本比率は24.5％になりました。 

  

当第３四半期累計期間の業績は、前年同期に比べ減収減益となっておりますが、業績はおおむね予定

通りに進捗しており、通期の業績予想につきましては、現時点では、平成23年３月期決算短信（平成23

年５月13日公表）に記載いたしました業績予想と変更はございません。 

今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には速やかに開示する予定でおります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 473,602 315,164

受取手形及び売掛金 1,131,134 1,276,781

完成工事未収入金 614,076 365,191

製品 360,656 338,114

仕掛品 17,966 7,149

未成工事支出金 156,737 479,155

原材料 369,255 533,392

その他 285,972 398,909

貸倒引当金 △3,136 △3,067

流動資産合計 3,406,265 3,710,792

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 628,180 594,612

機械及び装置（純額） 273,856 227,612

土地 1,795,133 1,795,133

その他（純額） 121,365 113,002

有形固定資産合計 2,818,535 2,730,359

無形固定資産 27,749 28,948

投資その他の資産   

その他 491,461 532,574

貸倒引当金 △168,483 △162,553

投資その他の資産合計 322,977 370,021

固定資産合計 3,169,263 3,129,330

資産合計 6,575,528 6,840,122

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,804,388 1,864,562

工事未払金 212,810 278,349

短期借入金 703,728 1,399,992

1年内償還予定の社債 35,000 35,000

未払法人税等 30,302 21,615

製品保証引当金 41,622 39,108

その他 357,779 367,641

流動負債合計 3,185,631 4,006,269

固定負債   

社債 180,000 162,500

長期借入金 1,095,117 667,307

退職給付引当金 294,813 304,688

その他 32,134 22,174

固定負債合計 1,602,064 1,156,669

負債合計 4,787,696 5,162,939
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,266,921 1,266,921

利益剰余金 535,544 426,322

自己株式 △14,502 △15,482

株主資本合計 1,787,963 1,677,761

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △130 △578

評価・換算差額等合計 △130 △578

純資産合計 1,787,832 1,677,182

負債純資産合計 6,575,528 6,840,122
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(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 6,064,510 5,519,421

売上原価 4,277,755 3,886,496

売上総利益 1,786,755 1,632,925

販売費及び一般管理費 1,557,515 1,648,018

営業利益又は営業損失（△） 229,239 △15,093

営業外収益   

受取配当金 3,015 3,021

仕入割引 2,042 2,256

その他 6,132 3,437

営業外収益合計 11,190 8,715

営業外費用   

支払利息 48,161 33,701

その他 26,935 26,692

営業外費用合計 75,097 60,394

経常利益又は経常損失（△） 165,332 △66,772

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,234 －

特別利益合計 2,234 －

特別損失   

固定資産除却損 58 31

投資有価証券売却損 1,500 －

特別損失合計 1,558 31

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 166,008 △66,803

法人税、住民税及び事業税 18,785 19,472

法人税等調整額 △34,892 7,588

法人税等合計 △16,106 27,060

四半期純利益又は四半期純損失（△） 182,115 △93,864
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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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