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1.  平成23年4月期第3四半期の業績（平成22年4月21日～平成23年1月20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 ％

23年4月期第3四半期 5,030 113.5 100 ― 101 ― 58 ―
22年4月期第3四半期 4,432 △22.9 △65 ― △91 ― △114 ―

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

23年4月期第3四半期 7.69 ―
22年4月期第3四半期 △15.09 ―

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

23年4月期第3四半期 6,382 4,407 69.1 582.59
22年4月期 6,448 4,383 68.0 579.35

（参考） 自己資本   23年4月期第3四半期  4,407百万円 22年4月期  4,383百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年4月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年4月期 ― 0.00 ―
23年4月期 

（予想）
5.00 5.00

3.  平成23年4月期の業績予想（平成22年4月21日～平成23年4月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 7,000 18.2 150 ― 130 ― 100 ― 13.22



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ.２「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年4月期3Q 7,618,000株 22年4月期  7,618,000株
② 期末自己株式数 23年4月期3Q  52,040株 22年4月期  52,040株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期3Q 7,565,960株 22年4月期3Q 7,566,325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ますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸
表に対する四半期レビュー手続は実施済みです。 

※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、
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「１．当四半期の業績等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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、新興国の需要拡大や政府の景気刺激策などにより、企業収益の

一部に持ち直しが見られるものの、円高やデフレの長期化、輸出の増勢鈍化、厳しい雇用情勢などを背景に、先行

き不透明感を拭えず、景気は足踏み状態となっております。 

 しかしながら当社に関連の深い住宅・建築業界におきましては、住宅ローン減税、住宅エコポイント等の政府の

各種住宅投資促進策などの効果により、新設住宅着工戸数も前年を上回る状況が続いており、持ち直しの動きが見

られました。 

 このような状況の中、当社は昨年度の労働安全衛生規則の改正に対応した住宅足場の手すり先行工法である『ビ

ケ足場ＢＸ工法』を標準化し、『ビケ足場品質保証システム』の普及に取組み、施工品質向上に努めてまいりまし

た。同時に製商品販売においても、法改正対応商品の販売促進に取組みました。また、一方では施工力の効率的な

運用により施工原価のコストダウンを図り、収益性の改善に取組みました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は5,030百万円（前年同期比13.5％増）となり、収支面でも前年と

比較すると大幅な改善により黒字に転換し、営業利益100百万円（前年同期は営業損失65百万円）、経常利益は101

百万円（前年同期は経常損失91百万円）、四半期純利益は58百万円（前年同期は四半期純損失114百万円）となり

ました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

（施工サービス事業） 

 施工サービス事業につきましては、営業基盤の強化とコスト削減に取組み、売上高は3,818百万円（前年同期比

3.2％増）となり、売上総利益は633百万円（前年同期比15.9％増）となりました。 

  

（製商品販売事業） 

 製商品販売事業につきましては、ビケ部材を中心に売上高は1,128百万円（前年同期比74.6％増）を確保し、売

上総利益は393百万円（前年同期比60.4％増）となりました。 

  

（その他） 

 その他につきましては、業務受託料及び保険代理店収入等で構成されており、売上高は84百万円（前年同期比

0.5％減）となり、売上総利益は51百万円（前年同期比10.7％増）となりました。 

  

 （２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間期末の総資産は、受取手形及び売掛金の増加、現金及び預金の増加、たな卸資産の減少、

その他に含まれる賃貸用仮設材・未収入金の減少等により前事業年度末と比べ66百万円減少の6,382百万円となり

ました。 

 負債は、資産除去債務の増加、有利子負債の減少等により前事業年度末と比べ90百万円減少の1,974百万円とな

りました。 

 純資産は、前事業年度末と比べ24百万円増加の4,407百万円となり、自己資本比率は69.1％となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年４月期の業績予想に関する事項につきましては平成22年６月３日に公表いたしました数値から変更はあ

りません。なお、業績予想につきましては、本資料の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可能性があります。 

   

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
  
① 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法によっております 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関して、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。 
  
③ 原価差異の配賦方法 

 標準原価を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦を年度決

算と比較して簡便的に実施する方法によっております。 
  
④ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ1,580千円減少し、税引前四半期純

利益は、35,853千円減少しております。また、適用初年度の期首において計上した資産除去債務は、48,971千

円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年１月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,481,540 1,437,287

受取手形及び売掛金 1,368,544 1,187,628

たな卸資産 596,275 737,530

その他 548,175 765,420

貸倒引当金 △16,076 △28,591

流動資産合計 3,978,458 4,099,274

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,450,583 1,450,583

その他（純額） 356,157 356,849

有形固定資産合計 1,806,740 1,807,432

無形固定資産 117,334 81,704

投資その他の資産   

その他 530,891 505,098

貸倒引当金 △50,796 △44,645

投資その他の資産合計 480,094 460,452

固定資産合計 2,404,169 2,349,589

資産合計 6,382,628 6,448,864

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 485,610 455,757

1年内償還予定の社債 180,000 180,000

1年内返済予定の長期借入金 164,800 204,800

未払法人税等 22,090 －

賞与引当金 91,106 45,250

その他 378,977 326,793

流動負債合計 1,322,584 1,212,601

固定負債   

社債 480,000 630,000

長期借入金 33,000 146,600

役員退職慰労引当金 80,300 75,900

資産除去債務 49,935 －

その他 8,958 394

固定負債合計 652,194 852,894

負債合計 1,974,778 2,065,495
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年１月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 566,760 566,760

資本剰余金 649,860 649,860

利益剰余金 3,201,487 3,181,136

自己株式 △14,962 △14,962

株主資本合計 4,403,144 4,382,793

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,705 575

評価・換算差額等合計 4,705 575

純資産合計 4,407,849 4,383,369

負債純資産合計 6,382,628 6,448,864
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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21年４月21日 
 至 平成22年１月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月21日 
 至 平成23年１月20日) 

売上高 4,432,478 5,030,820

売上原価 3,593,817 3,952,332

売上総利益 838,661 1,078,487

販売費及び一般管理費 904,241 977,960

営業利益又は営業損失（△） △65,580 100,527

営業外収益   

受取利息 597 601

受取配当金 7,916 8,025

受取保険金 3,367 －

受取賃貸料 5,354 4,633

その他 4,288 6,468

営業外収益合計 21,524 19,728

営業外費用   

支払利息 12,499 10,555

社債発行費 21,074 －

支払保証料 － 3,853

その他 13,800 4,692

営業外費用合計 47,374 19,101

経常利益又は経常損失（△） △91,430 101,153

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,506 14,096

その他 60 －

特別利益合計 3,567 14,096

特別損失   

固定資産除却損 11,707 －

賃貸借契約解約損 4,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 34,273

その他 － 7

特別損失合計 15,707 34,280

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △103,570 80,970

法人税、住民税及び事業税 17,158 17,059

法人税等調整額 △6,568 5,730

法人税等合計 10,589 22,789

四半期純利益又は四半期純損失（△） △114,160 58,180
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月21日 
 至 平成22年１月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月21日 
 至 平成23年１月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△103,570 80,970

減価償却費 80,502 51,943

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,356 △6,364

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,497 45,856

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19,100 4,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） △196,698 －

賃貸借契約解約損 4,000 －

社債発行費 21,074 －

受取利息及び受取配当金 △8,513 △8,626

支払利息 12,499 10,555

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 34,273

売上債権の増減額（△は増加） 225,364 △180,915

たな卸資産の増減額（△は増加） △169,731 141,255

仕入債務の増減額（△は減少） △71,289 26,727

その他 △173,188 231,926

小計 △422,505 432,002

利息及び配当金の受取額 8,513 8,626

利息の支払額 △12,439 △11,259

法人税等の支払額 △156,181 △10,837

法人税等の還付額 － 42,975

営業活動によるキャッシュ・フロー △582,612 461,507

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 △13,202 △21,309

無形固定資産の取得による支出 △28,906 △38,277

貸付けによる支出 △8,060 △13,120

貸付金の回収による収入 10,373 10,560

その他 5,843 △13,771

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,952 △75,918

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △136,900 △153,600

社債の発行による収入 878,925 －

社債の償還による支出 △60,000 △150,000

自己株式の取得による支出 △9,519 －

配当金の支払額 △38,106 △37,736

財務活動によるキャッシュ・フロー 834,400 △341,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 217,835 44,253

現金及び現金同等物の期首残高 1,351,336 1,437,287

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,569,171 1,481,540
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 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）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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