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1.  平成25年8月期第3四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成25年5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8月期第3四半期 6,269 14.1 △161 ― △19 ― △35 ―
24年8月期第3四半期 5,493 △17.3 △342 ― △312 ― △38 ―

（注）包括利益 25年8月期第3四半期 193百万円 （―％） 24年8月期第3四半期 △135百万円 （―％）

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8月期第3四半期 △1.66 ―
24年8月期第3四半期 △1.80 ―

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

25年8月期第3四半期 19,550 14,413 73.7 679.65
24年8月期 19,775 14,516 73.4 684.50
（参考） 自己資本   25年8月期第3四半期  14,413百万円 24年8月期  14,516百万円

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8月期 ― 6.00 ― 8.00 14.00
25年8月期 ― 6.00 ―
25年8月期（予想） 8.00 14.00

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8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 10,200 4.4 520 14.7 580 33.6 320 39.1 15.09



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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２ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（2）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、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は完了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

※  注記事項

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8月期3Q 21,899,528 株 24年8月期 21,899,528 株
② 期末自己株式数 25年8月期3Q 692,055 株 24年8月期 691,987 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期3Q 21,207,511 株 24年8月期3Q 21,207,588 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建設業界は、政府建設投資が平成24年度大型補正予算に支えられ増加

基調にあること、また、民間建設投資は緩やかな回復基調が継続していることから底堅く推移しました。先行きに

ついては、公共投資関連予算の執行により、強めの動きとなることが予測されます。 

当社グループ（当社および連結子会社）では、一本一本の杭を圧入で地盤に深く挿し込み、地球にしっかりと支

えられる強靭な「インプラント構造」を基軸とする防災・減災技術を早くから提唱し実践してまいりました。世界

規模で多発する自然災害に対し、その復旧・復興はもとより、災害に強い社会インフラの構築によって人命と財産

を守る「国土防災」を第一義に、新工法の開発を進めるとともに、国際圧入学会（ＩＰＡ）や全国圧入協会（ＪＰ

Ａ）などと協働して、その普及拡大に努めております。 

こうした中で、当第３四半期連結累計期間における売上高は6,269百万円（前年同四半期比14.1％増）となりま

した。利益面においては、営業損失161百万円（前年同四半期は営業損失342百万円）、経常損失19百万円（前年同

四半期は経常損失312百万円）、四半期純損失35百万円（前年同四半期は四半期純損失38百万円）となりました。 

なお、今後の圧入に関する市場動向につきましては、防災・減災需要に基づく工法採用の増加が見込まれてお

り、拡大基調にあることが予測されております。 

（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総資産は、前連結会計年度末に比べ225百万円減少して、19,550百万円

となりました。これは、現金及び預金等の流動資産において113百万円、機械装置及び運搬具等の固定資産にお

いて111百万円の減少があったことによるものであります。  

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ122百万円減少して、5,136百万円とな

りました。これは、支払手形及び買掛金等の流動負債の増加51百万円に対し、長期借入金等の固定負債の減少

173百万円の差引合計によるものであります。  

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ102百万円減少して、14,413百万円

となりました。これは、中間配当金の支払い等による利益剰余金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 

 通期の業績予想につきましては平成25年４月８日公表の業績予想から変更はありません。 

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

・税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

・減価償却方法の変更 

 当社およ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９月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。   

１．当四半期決算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



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８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,700,943 4,532,247

受取手形及び売掛金 4,051,525 2,712,011

製品 428,705 550,325

仕掛品 829,881 1,890,224

未成工事支出金 2,344 18,733

原材料及び貯蔵品 656,905 702,823

繰延税金資産 319,008 369,595

その他 110,131 213,890

貸倒引当金 △14,834 △18,809

流動資産合計 11,084,612 10,971,041

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,021,216 2,075,118

機械装置及び運搬具 5,585,709 5,413,002

土地 4,699,566 4,835,109

建設仮勘定 495,500 457,601

その他 486,225 501,749

減価償却累計額 △6,456,606 △6,625,936

有形固定資産合計 6,831,612 6,656,645

無形固定資産 53,293 67,926

投資その他の資産   

繰延税金資産 544,040 530,485

その他 1,263,747 1,325,736

貸倒引当金 △1,691 △1,538

投資その他の資産合計 1,806,097 1,854,683

固定資産合計 8,691,002 8,579,255

資産合計 19,775,615 19,550,296



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,844,366 1,926,635

短期借入金 233,272 193,272

未払法人税等 27,331 61,275

賞与引当金 283,418 142,581

その他の引当金 5,265 3,400

その他 537,904 656,036

流動負債合計 2,931,559 2,983,200

固定負債   

長期借入金 1,048,758 903,804

製品機能維持引当金 364,245 420,384

その他 914,416 829,261

固定負債合計 2,327,419 2,153,450

負債合計 5,258,978 5,136,651

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240,431 3,240,431

資本剰余金 4,400,749 4,400,749

利益剰余金 7,638,195 7,306,188

自己株式 △302,289 △302,320

株主資本合計 14,977,086 14,645,048

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △17,388 467

為替換算調整勘定 △443,060 △231,871

その他の包括利益累計額合計 △460,449 △231,403

純資産合計 14,516,637 14,413,644

負債純資産合計 19,775,615 19,550,296



（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９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 5,493,918 6,269,087

売上原価 3,576,245 4,106,021

売上総利益 1,917,672 2,163,065

販売費及び一般管理費 2,260,555 2,324,973

営業損失（△） △342,883 △161,907

営業外収益   

受取利息 1,291 1,808

受取配当金 1,496 1,711

為替差益 1,087 120,220

不動産賃貸料 14,960 14,850

スクラップ売却益 3,431 5,244

受取和解金 10,488 －

その他 12,405 13,543

営業外収益合計 45,162 157,379

営業外費用   

支払利息 11,174 8,549

その他 3,677 6,380

営業外費用合計 14,851 14,930

経常損失（△） △312,572 △19,459

特別利益   

固定資産売却益 7,662 －

その他の引当金戻入額 26,606 －

新株予約権戻入益 31,256 －

特別利益合計 65,524 －

特別損失   

投資有価証券評価損 9,533 3,161

特別損失合計 9,533 3,161

税金等調整前四半期純損失（△） △256,581 △22,620

法人税等 △218,433 12,481

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △38,147 △35,101

四半期純損失（△） △38,147 △35,101



（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９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △38,147 △35,101

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,721 17,856

為替換算調整勘定 △81,636 211,188

その他の包括利益合計 △97,357 229,045

四半期包括利益 △135,505 193,943

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △135,505 193,943

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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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