
  

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

  

（注）平成24年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については

記載しておりません。 

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 
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上場会社名 三協フロンテア株式会社 上場取引所   大
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代表者 （役職名） 代表取締役 社長 （氏名）長妻 貴嗣 

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名）端山 秀人 TEL  04-7133-6666 

四半期報告書提出予定日 平成24年８月10日 配当支払開始予定日 － 

  
四半期決算補足説明資料作成の有無： 無       

四半期決算説明会開催の有無      ： 無     

  （百万円未満切捨て）

（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３月期第１四半期  5,311  △29.0  657  △42.4  773  △31.7  457  △25.0

24年３月期第１四半期  7,480  －  1,142  －  1,131  －  609  －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 469百万円 （ ％） △23.7   24年３月期第１四半期 615百万円 （ ％） －

  
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３月期第１四半期  20.42  20.41

24年３月期第１四半期  27.61  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  33,751  18,814  55.7

24年３月期  35,312  18,717  53.0

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 18,808百万円   24年３月期 18,711百万円 

  
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３月期  －  13.75  －  16.25  30.00

25年３月期  －         

25年３期（予想）    12.50  －  12.50  25.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無   

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  11,080  △32.7  1,300  △59.2  1,300  △59.1  600  △64.2  27.13

通期  24,300  △16.9  3,200  △35.2  3,200  △34.8  1,600  △35.2  72.37

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無     



※  注記事項 

  

  

（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 （3)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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

  

※  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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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

注意事項については、添付資料Ｐ．２「１.当四半期決算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」をご覧ください。 

  

（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   

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３月期１Ｑ 23,356,800株 24年３月期 23,356,800株 

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 973,501株 24年３月期 953,501株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 22,402,112株 24年３月期１Ｑ 22,074,042株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、復興需要が顕在化しているとともに、エコカー補助金等の政

策効果が寄与し、堅調を維持しております。一方で海外ではヨーロッパの債務危機が再燃し、米国や中国経済も減

速傾向が強まっている影響を受け、歴史的な円高が続くなど不透明感を増しております。 

ユニットハウス業界におきましては、復興需要を受け、東北地方を中心に震災復興の公共事業等や民間の建築等

に伴う需要が増加しており、また設備投資の持ち直し等により関東地方を中心に需要も回復してきております。 

このような情勢のなか、当社グループは、震災復興関連工事に伴う仮設現場事務所や仮設施設、被災された方の

倉庫や仮事務所など、被災地域の需要増加に優先的に対応する等、震災復興に全力で取り組んでまいりました。 

また、継続して取り組んでおります展示販売場やトランクルーム等の販売ネットワーク拡充についても、計画に

沿って順調に進捗しており、当第１四半期連結累計期間レンタル料収入は3,095百万円（前年同期比36.3％減）、

当第１四半期連結累計期間製品売上高は2,179百万円（前年同期比15.6％減）となりました。なお、前年実績に東

日本大震災の仮設住宅建設の売上高が含まれているため、前年同期比は減少となっておりますが、当期の計画との

比較ではおおむね順調な推移となっております。 

その他の事業につきましては、当第１四半期連結累計期間売上高は37百万円（前年同期比3.0％減）となりまし

た。 

上記の結果、当第１四半期連結累計期間売上高は5,311百万円（前年同期比29.0％減）となりました。 

利益面におきましては、営業利益657百万円（前年同期比42.4％減）、経常利益773百万円（前年同期比31.7％

減）、四半期純利益457百万円（前年同期比25.0％減）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

 当第１四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対し1,560百万円減少し33,751百万円とな

りました。変動の大きかった主なものは、レンタル資産の増加810百万円、原材料及び貯蔵品の増加344百万円、現

金及び預金の減少3,032百万円などであります。 

 負債の合計額は、前連結会計年度末に対し1,658百万円減少し14,936百万円となりました。変動の大きかった主

なものは、短期および長期借入金の増加1,148百万円、未払法人税等の減少2,286百万円、支払債務の減少459百万

円などであります。 

純資産の合計額は、前連結会計年度末に対し97百万円増加し18,814百万円となりました。自己資本比率は55.7％

と高い水準を維持しており、常に安定的に利益を計上できる財務体質であります。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月11日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はあり

ません。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。  

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ 千円増加しております。 

   

該当事項はありません。   

   

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
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３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,337,993 2,305,776 

受取手形 884,332 1,090,616 

営業未収入金 2,621,058 2,750,802 

売掛金 1,202,079 739,591 

販売用不動産 17,964 17,964 

商品及び製品 686,364 831,182 

仕掛品 310,283 400,505 

原材料及び貯蔵品 914,125 1,258,587 

その他 723,576 546,348 

貸倒引当金 △39,274 △40,384 

流動資産合計 12,658,504 9,900,991 

固定資産   

有形固定資産   

レンタル資産（純額） 11,247,041 12,057,638 

建物（純額） 1,288,495 1,303,713 

土地 8,169,638 8,169,638 

その他（純額） 1,110,142 1,456,452 

有形固定資産合計 21,815,317 22,987,443 

無形固定資産 184,664 191,964 

投資その他の資産 653,713 671,384 

固定資産合計 22,653,695 23,850,792 

資産合計 35,312,200 33,751,783 

負債の部   

流動負債   

支払手形 353,927 372,256 

買掛金 4,459,664 4,228,886 

短期借入金 1,558,000 2,758,000 

未払費用 2,075,103 1,823,192 

未払法人税等 2,412,678 126,426 

賞与引当金 333,053 141,013 

役員賞与引当金 19,500 － 

その他 2,033,233 2,141,609 

流動負債合計 13,245,161 11,591,385 

固定負債   

長期借入金 2,504,000 2,452,000 

退職給付引当金 447,774 470,084 

役員退職慰労引当金 168,091 170,654 

環境対策引当金 15,569 15,569 

資産除去債務 162,588 171,947 

その他 51,717 65,214 

固定負債合計 3,349,740 3,345,469 

負債合計 16,594,901 14,936,854 

3

三協フロンテア株式会社（9639）　第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,545,450 1,545,450 

資本剰余金 2,775,491 2,776,663 

利益剰余金 14,656,166 14,749,507 

自己株式 △233,256 △242,038 

株主資本合計 18,743,850 18,829,582 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 77 △1,411 

為替換算調整勘定 △32,868 △19,221 

その他の包括利益累計額合計 △32,791 △20,632 

新株予約権 6,240 5,980 

純資産合計 18,717,299 18,814,929 

負債純資産合計 35,312,200 33,751,783 
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（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 7,480,182 5,311,658 

売上原価 4,855,355 3,088,603 

売上総利益 2,624,827 2,223,054 

販売費及び一般管理費 1,482,632 1,565,441 

営業利益 1,142,195 657,613 

営業外収益   

スクラップ売却収入 5,576 6,861 

保険解約返戻金 － 126,238 

その他 6,553 8,086 

営業外収益合計 12,130 141,186 

営業外費用   

支払利息 15,764 15,296 

その他 6,593 10,411 

営業外費用合計 22,358 25,708 

経常利益 1,131,967 773,091 

特別損失   

減損損失 20,110 － 

固定資産除売却損 3,825 5,661 

会員権評価損 510 － 

貸倒引当金繰入額 10,635 － 

特別損失合計 35,080 5,661 

税金等調整前四半期純利益 1,096,886 767,429 

法人税、住民税及び事業税 470,705 115,184 

法人税等調整額 16,722 194,850 

法人税等合計 487,427 310,034 

少数株主損益調整前四半期純利益 609,458 457,395 

四半期純利益 609,458 457,395 

5

三協フロンテア株式会社（9639）　第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 609,458 457,395 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △795 △1,488 

為替換算調整勘定 6,678 13,647 

その他の包括利益合計 5,883 12,158 

四半期包括利益 615,341 469,553 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 615,341 469,553 

6

三協フロンテア株式会社（9639）　第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）



  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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