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  （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３四半期  12,482  △20.0  △260  －  △275  －  △207  －

24年３月期第３四半期  15,603  △9.3  △77  －  △115  －  △122  －

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 △221百万円（ ％） －   24年３月期第３四半期 △196百万円 （ ％） －

  
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３四半期  △28.16  －

24年３月期第３四半期  △16.59  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第３四半期  16,776  6,449  38.4

24年３月期  19,036  6,782  35.6

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 6,449百万円   24年３月期 6,782百万円 

  
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  － 0.00 － 15.00  15.00

25年３月期  － 0.00 －    

25年３月期（予想）      5.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有
 配当予想の修正につきましては、本日（平成25年１月28日）公表いたしました「業績予想の修正及び特別損失計上並びに配当予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。

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）

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  17,000  △22.9  △350  －  △380  －  △330  －  △44.77

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

 連結業績予想の修正につきましては、本日（平成25年１月28日）公表いたしました「業績予想の修正及び特別損失計上並びに配当予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。



※  注記事項 

新規   社  （社名）          、除外   社  （社名） 

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

（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Ｐ.２「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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 7,378,050株 24年３月期 7,378,050株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 7,094株 24年３月期 6,594株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 7,371,023株 24年３月期３Ｑ 7,371,456株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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報告書のレビュー手続は終了しておりません。

 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等については、添付資料Ｐ．２「連結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）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我が国経済は、東日本大震災の復興需要による緩やかな景気回復の兆しや政

権交代による円高傾向の緩和が見られ始めたものの、長期化する電力供給問題及び雇用・所得環境の低迷等によ

り、依然として、先行きの不透明感は払拭できておりません。 

 当社グループが関連する建設業界におきましては、公共投資の低調な推移、受注獲得競争による企業利益の圧迫

に加え、建設関連の資機材の高止まりも影響し、極めて厳しい環境が継続しております。 

 このような状況の下、当社グループの当第３四半期の連結業績につきましては、売上高は 百万円（前年

同期比20.0％減）となりました。収益面につきましては、総コストの圧縮を引続き行ってまいりましたが、完成工

事高の減少が大きく影響し、経常損失 百万円（前年同期は経常損失１億15百万円）、四半期純損失 百

万円（前年同期は四半期純損失１億22百万円）となりました。 

 セグメント別の売上高は以下のとおりであります。 

 なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較について

は、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 

［ファスナー事業］ 

 「あと施工アンカー」をはじめとする建設資材の販売が堅調に推移したことや、耐震関連工事の工事進行基準に

係る売上により売上高は52億２百万円（前年同期比11.4％増）となりました。 

［土木資材事業］ 

 当社グループの独自工法である「FIT工法」に係る土木資材の販売が伸び悩み、売上高は50億49百万円（前年同 

期比8.7％減）となりました。 

［建設事業］ 

 公共工事の市場収縮、価格競争の激化や前期に大型プロジェクト物件等が一巡したことにより、売上高は22億29

百万円（前年同期比58.7％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22億60百万円減少し、 百万円

となりました。これは主として受取手形及び完成工事未収入金等の減少によるものであります。 

 また、負債につきましては、主として支払手形及び工事未払金等の減少により、前連結会計年度末に比べ19億27

百万円減少し、 百万円となりました。 

 なお、純資産につきましては、利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ３億32百万円減少し、

百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.8ポイント増加となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の連結予想につきましては、第３四半期連結累計期間の業績結果及び今後の見通し等を踏まえ、

通期の業績予想を修正することといたしました。 

 詳細につきましては、本日(平成25年１月28日）公表いたしました「業績予想の修正及び特別損失計上並びに配

当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）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、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。 

 この変更に伴う、当第３四半期連結累計期間の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

124億82

２億75 ２億７

167億76

103億26

64億49

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,395,146 2,158,289

受取手形及び完成工事未収入金等 8,784,306 5,466,512

未成工事支出金 158,046 464,997

商品 822,156 812,857

繰延税金資産 105,597 172,596

その他 595,443 386,860

貸倒引当金 △7,652 △4,869

流動資産合計 11,853,043 9,457,245

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,555,885 1,529,198

機械装置及び運搬具（純額） 107,766 103,816

工具、器具及び備品（純額） 12,459 23,911

土地 4,088,258 4,234,516

リース資産（純額） 172,060 205,863

有形固定資産合計 5,936,430 6,097,306

無形固定資産   

その他 129,324 108,148

無形固定資産合計 129,324 108,148

投資その他の資産   

投資有価証券 819,086 843,982

繰延税金資産 49,741 63,751

その他 313,554 253,247

貸倒引当金 △98,132 △91,934

投資その他の資産合計 1,084,249 1,069,047

固定資産合計 7,150,004 7,274,502

繰延資産   

社債発行費 33,775 44,588

繰延資産合計 33,775 44,588

資産合計 19,036,822 16,776,336
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び工事未払金等 6,435,358 5,114,882

短期借入金 600,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,104,100 1,005,900

1年内償還予定の社債 380,000 530,000

未払法人税等 284,467 6,813

未成工事受入金及び前受金 86,595 157,935

賞与引当金 95,907 14,981

その他 523,132 357,413

流動負債合計 9,509,560 7,387,925

固定負債   

社債 1,215,000 1,625,000

長期借入金 1,175,600 978,700

退職給付引当金 105,807 118,005

その他 248,339 216,826

固定負債合計 2,744,746 2,938,532

負債合計 12,254,307 10,326,457

純資産の部   

株主資本   

資本金 565,295 565,295

資本剰余金 376,857 376,857

利益剰余金 5,802,403 5,484,248

自己株式 △3,926 △4,231

株主資本合計 6,740,629 6,422,168

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,744 27,710

繰延ヘッジ損益 1,141 －

その他の包括利益累計額合計 41,886 27,710

純資産合計 6,782,515 6,449,878

負債純資産合計 19,036,822 16,776,336

-4-

㈱ケー・エフ・シー(3420)　平成25年３月期　第３四半期決算短信



（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４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高   

商品売上高 7,802,575 7,096,429

完成工事高 7,800,446 5,385,758

売上高合計 15,603,022 12,482,187

売上原価   

商品売上原価 5,956,317 5,154,080

完成工事原価 6,667,170 4,571,149

売上原価合計 12,623,488 9,725,230

売上総利益   

商品売上総利益 1,846,257 1,942,348

完成工事総利益 1,133,276 814,608

売上総利益合計 2,979,534 2,756,957

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 3,057,141 3,017,402

営業損失（△） △77,606 △260,445

営業外収益   

受取利息 907 852

受取配当金 19,797 20,330

仕入割引 2,176 986

受取家賃 16,457 16,414

技術提供収入 866 6,222

その他 9,161 10,960

営業外収益合計 49,365 55,768

営業外費用   

支払利息 48,634 39,727

支払手数料 20,507 16,070

その他 18,050 15,021

営業外費用合計 87,191 70,818

経常損失（△） △115,432 △275,496

特別利益   

固定資産売却益 406 －

受取和解金 14,500 －

特別利益合計 14,906 －

特別損失   

固定資産除却損 164 1,457

特別損失合計 164 1,457

税金等調整前四半期純損失（△） △100,690 △276,953

法人税、住民税及び事業税 4,460 3,870

法人税等調整額 17,171 △73,240

法人税等合計 21,631 △69,370

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △122,322 △207,583

四半期純損失（△） △122,322 △207,583
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（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４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △122,322 △207,583

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △75,351 △13,034

繰延ヘッジ損益 686 △1,141

その他の包括利益合計 △74,664 △14,176

四半期包括利益 △196,987 △221,759

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △196,987 △221,759

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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