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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第43期
第３四半期
累計期間

第43期
第３四半期
会計期間

第42期

会計期間

自　平成21年
　　２月１日
至　平成21年
　　10月31日

自　平成21年
　　８月１日
至　平成21年
　　10月31日

自　平成20年
　　２月１日
至　平成21年
　　１月31日

売上高 (千円) 5,176,6681,824,2329,735,832

経常利益又は経常損失
(△)

(千円) 40,210 △2,694 318,681

四半期(当期)純利益又
は四半期純損失(△)

(千円) 16,692 △6,216 165,585

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ─ ─

資本金 (千円) ─ 456,300 456,300

発行済株式総数 (株) ─ 4,098,0004,098,000

純資産額 (千円) ─ 4,288,2124,300,309

総資産額 (千円) ─ 7,168,6526,512,366

１株当たり純資産額 (円) ─ 1,046.621,049.57

１株当たり四半期
(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

(円) 4.07 △1.52 40.41

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ 12.50

自己資本比率 (％) ─ 59.8 66.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 166,301 ─ 853,103

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △61,363 ─ △234,111

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △69,892 ─ △155,895

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ 1,670,4841,635,438

従業員数 (名) ─ 172 173

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。
２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経常指標等の推移につい
ては、記載しておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益は、持分法の対象となる重要な関連会社がないため記載しておりません。
４　第42期及び第43期第３四半期累計期間は潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式
がないため記載しておりません。

５　第43期第３四半期会計期間は、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失
であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年10月31日現在

従業員数(名) 172

(注) 従業員数は就業人員数であります。

　

　

EDINET提出書類

太洋基礎工業株式会社(E00287)

四半期報告書

 3/23



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社は生産実績を定義することが困難であるため生産実績の記載はありません。

　

(1) 受注工事高実績

当第３四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門別の名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

特殊土木工事 1,210,453 3,116,817

住宅地盤改良工事 1,033,456 72,783

合計 2,243,909 3,189,600

(注) １　手持工事のうち、請負金額が１億万円以上の主なものは、次のとおりであります。

建設業者又は発注者 工事名 完成予定年月

愛知県 日光川下流流域下水道事業管渠布設工事(鹿伏兎第２工区) 平成22年１月

愛知県 日光川下流流域下水道事業管渠布設工事(中一色第１工区) 平成22年３月

㈱関電工 三宿付近管路新設工事 平成22年１月

㈱久本組 港区尻無川右岸(水門上流)堤防工事(その８) 平成22年１月

㈱テノックス 北部第二水再生センター第３ポンプ布設築造工事 平成22年１月

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 完成工事高実績

当第３四半期会計期間における完成工事実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 完成工事高(千円)

特殊土木工事 818,070

住宅地盤改良工事 1,006,162

合計 1,824,232

(注) １ 当第３四半期会計期間の完成工事のうち、請負金額が20百万円以上の主なものは、次のとおりであります。

建設業者又は発注者 工事名

村本建設㈱ 平成20年度公共下水道香貫徳倉幹線第６工区管渠築造工事

大興建設㈱ 日光川上流流域下水道事業管きょ布設工事(黒田第２工区)

信幸建設㈱ 志布志港(若浜地区)岸壁(-9ｍ)(改良)工事

㈱サン・エンジニア 公52号東郷花堂汚水幹線布設工事

村本建設㈱ 大磯38－４汚水幹線整備工事

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　当第３四半期会計期間において完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。
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(3) 完成工事高にかかる季節的変動について

当社の完成工事高は、通常の営業形態として、契約により工事の完成引渡しが、第４四半期会計期間に

集中しているため、第１四半期会計期間から第３四半期会計期間における完成工事高に比べ第４四半期

会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動があります。

　
　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動又は、

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的金融危機の影響による円高、株価の低迷などを背

景に、企業収益の大幅な悪化、設備投資の抑制などにより景気は低迷状況が続いております。

土木建設業界におきましては、政府による公共事業を中心とした経済危機対策(追加経済対策)が実施

されましたが、当社の第３四半期に与える影響は限定的であったこと、また、住宅建設につきましても、住

宅取得税の軽減などの需要拡大政策はあったものの、経済情勢の低迷による雇用・所得環境の悪化によ

り、住宅着工件数は大幅に減少するなど、総じて厳しい環境で推移いたしました。

このような状況のなかで当社は、期の初めより取り組んでいました、耐震補強分野となります液状化防

止のための超多点ダブルパッカー工法による地盤改良工事や、傾いた建物の矯正工事などに営業力を集

中し、また、収益改善を図るため、原価の低減、経費節減を積極的に推し進めてまいりました。

この結果、当第３四半期会計期間の業績は以下のとおりであります。

売上高につきましては18億24百万円(前年同期は23億17百万円)となりました。

利益につきましては、厳しい受注環境のなか徹底した工事原価の管理や経費削減に努力いたしました

が売上高の減少が減益要因となり、営業損失は７百万円(前年同期は72百万円の営業利益)となりました。

経常損失は２百万円(前年同期は１億５百万円の経常利益)となりました。

四半期純損失につきましては、６百万円(前年同期は62百万円の四半期純利益)となりました。

　

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前四半期会計期間末に比べ２億15百万

円減少し16億70百万円となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果支出した資金は、１億53百万円となりました。その主な要因は、売上債権の３億６百

万円増加、たな卸資産が２億30百万円増加、未成工事受入金が２億39百万円増加したこと等によりま

す。
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(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によって使用した資金は23百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得によ

り20百万円支出したこと等によります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によって使用した資金は38百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の返済により

37百万円を支出したこと等によります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において、当社が対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期会計期間の研究開発費の総額は５百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画した重要な設備の新設について重要な変

更があったものは、次のとおりであります。

住宅地盤改良工事において、当社が計画しておりました住宅用地盤改良機の新設は、個人住宅の着工が

前年に比べ大幅な減少となり、受注動向の見直し等により、予定の平成21年９月に完了せず、翌四半期会

計期間以降に実施する予定であります。

また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 14,000,000

計 14,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年12月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,098,000 4,098,000
ジャスダック証券取

引所
単元株式数　1,000株

計 4,098,000 4,098,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年８月１日～
平成21年10月31日

─ 4,098 ─ 456,300 ─ 340,700

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日(平成21年７月31日)に基づく株主名簿による記載をし

ております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年10月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等) ─ ― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式4,094,000 4,094 ─

単元未満株式 普通株式4,000 ― ─

発行済株式総数 4,098,000 ― ―

総株主の議決権 ― 4,094 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式796株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
２月

　
３月

　
４月

　
５月

　
６月

 
７月

　
８月 ９月

　
10月

最高(円) 235 245 239 285 340 350 320 320 316

最低(円) 220 238 230 245 287 300 295 305 306

(注)　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年

建設省第14号)に準じて記載しております。

なお、当第３四半期会計期間(平成21年８月１日から平成21年10月31日まで)及び当第３四半期累計期間

(平成21年２月１日から平成21年10月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日　内閣府令50号)附則第６条第１項第５号のただ

し書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則を早期に適用しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間(平成21年８月１日か

ら平成21年10月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成21年２月１日から平成21年10月31日まで)に係

る四半期財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３  四半期連結財務諸表について

「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」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見

て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。

①　資産基準 0.6％

②　売上高基準 1.2％

③　利益基準 1.9％

④　利益剰余金基準 0.5％

※　会社間項目の消去前の数値により算出しております。
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１【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21年10月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,982,484 1,947,438

受取手形 ※１
 347,034

※１
 386,803

完成工事未収入金 937,876 1,106,580

未成工事支出金 1,621,954 783,402

その他 153,024 ※１
 76,747

貸倒引当金 △113,515 △70,205

流動資産合計 4,928,858 4,230,767

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※２
 290,607

※２
 304,303

機械及び装置（純額） ※２
 424,071

※２
 515,976

土地 991,730 991,730

その他 ※２
 9,061

※２
 13,938

有形固定資産合計 1,715,470 1,825,948

無形固定資産 7,823 8,646

投資その他の資産

投資有価証券 281,898 238,643

破産更生債権等 101,718 141,702

その他 315,405 289,165

貸倒引当金 △182,522 △222,507

投資その他の資産合計 516,499 447,004

固定資産合計 2,239,793 2,281,599

資産合計 7,168,652 6,512,366
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成21年10月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 552,805 614,470

工事未払金 662,623 561,964

1年内返済予定の長期借入金 136,132 140,326

未払法人税等 － 49,317

未成工事受入金 964,241 268,740

賞与引当金 74,693 33,069

役員賞与引当金 19,041 27,400

その他 143,197 205,391

流動負債合計 2,552,735 1,900,678

固定負債

長期借入金 104,297 119,207

退職給付引当金 138,427 104,361

役員退職慰労引当金 84,980 87,810

固定負債合計 327,704 311,378

負債合計 2,880,440 2,212,057

純資産の部

株主資本

資本金 456,300 456,300

資本剰余金 340,700 340,700

利益剰余金 3,469,991 3,504,513

自己株式 △290 △290

株主資本合計 4,266,700 4,301,223

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 21,511 △913

評価・換算差額等合計 21,511 △913

純資産合計 4,288,212 4,300,309

負債純資産合計 7,168,652 6,512,366
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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）

当第３四半期累計期間
(自 平成21年２月１日
　至 平成21年10月31日)

完成工事高 5,176,668

完成工事原価 4,637,888

完成工事総利益 538,779

販売費及び一般管理費 ※２
 519,255

営業利益 19,523

営業外収益

受取利息 971

受取賃貸料 10,873

その他 14,473

営業外収益合計 26,318

営業外費用

支払利息 3,135

賃貸費用 2,382

その他 113

営業外費用合計 5,631

経常利益 40,210

特別利益

受取保険金 1,500

固定資産売却益 ※３
 1,457

特別利益合計 2,957

特別損失

固定資産除却損 ※４
 79

固定資産売却損 ※５
 1,424

特別損失合計 1,504

税引前四半期純利益 41,663

法人税、住民税及び事業税 66,400

法人税等調整額 △41,428

法人税等合計 24,971

四半期純利益 16,692
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自 平成21年８月１日
　至 平成21年10月31日)

完成工事高 1,824,232

完成工事原価 1,661,440

完成工事総利益 162,792

販売費及び一般管理費 ※２
 170,468

営業損失（△） △7,675

営業外収益

受取利息 298

受取賃貸料 3,724

その他 3,243

営業外収益合計 7,266

営業外費用

支払利息 1,013

賃貸費用 1,268

その他 2

営業外費用合計 2,284

経常損失（△） △2,694

特別損失

固定資産除却損 ※３
 33

特別損失合計 33

税引前四半期純損失（△） △2,727

法人税、住民税及び事業税 23,350

法人税等調整額 △19,861

法人税等合計 3,488

四半期純損失（△） △6,216
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自 平成21年２月１日
　至 平成21年10月31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 41,663

減価償却費 168,226

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,325

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,623

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,358

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,066

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,830

受取利息及び受取配当金 △4,099

支払利息 3,135

固定資産除却損 79

有形固定資産売却損益（△は益） △32

受取保険金 △1,500

売上債権の増減額（△は増加） 208,473

たな卸資産の増減額（△は増加） △834,854

破産更生債権等の増減額（△は増加） 39,984

仕入債務の増減額（△は減少） 38,994

未成工事受入金の増減額（△は減少） 695,501

その他 △121,767

小計 301,630

利息及び配当金の受取額 4,099

利息の支払額 △3,135

供託金の預入による支出 △15,000

保険金の受取額 1,500

法人税等の支払額 △122,793

営業活動によるキャッシュ・フロー 166,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △362,000

定期預金の払戻による収入 362,000

有形固定資産の取得による支出 △52,451

有形固定資産の売却による収入 1,809

投資有価証券の取得による支出 △10,781

その他 60

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,363

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 100,000

長期借入金の返済による支出 △119,104

配当金の支払額 △50,788

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,045

現金及び現金同等物の期首残高 1,635,438

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,670,484
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【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】

　
当第３四半期累計期間

(自　平成21年２月１日　至　平成21年10月31日)

会計処理基準に関する事項の変更

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　企業会計基準第９号(平成18年７月５日))を第１四

半期会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更し

ております。これによる損益に与える影響はありません。
 

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期累計期間

(自　平成21年２月１日　至　平成21年10月31日)

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。

棚卸資産の評価方法

当第３四半期会計期間末の棚卸資産の評価に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。
 

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第３四半期累計期間

(自　平成21年２月１日　至　平成21年10月31日)

有形固定資産の耐用年数の変更

当社機械及び装置については、従来耐用年数を５～15年としておりましたが、第１四半期会計期間より６年に変更

いたしました。

この変更は、法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律　平成20年４月30日法律第23号)及び(所得税法等

の一部を改正する法律附則第119条の２の規定による経過措置を定める政令　平成20年４月30日政令第164条))に

より、耐用年数を見直した結果によるものであります。

この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、完成工事総利益は10,461千円減少し、営業利益、経常利益及び

税引前四半期純利益はそれぞれ10,644千円減少しております。
 

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

当第３四半期会計期間末
(平成21年10月31日)

前事業年度末
(平成21年１月31日)

※１　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しています。

なお、当四半期末日が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が期末残高に含まれてお

ります。

受取手形 15,302千円

※１　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しています。

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。

受取手形 5,859千円

その他 290千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

3,882,939千円 3,734,855千円
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(四半期損益計算書関係)

第３四半期累計期間

　
当第３四半期累計期間
(自　平成21年２月１日 
  至　平成21年10月31日)

　１当社の完成工事高は、通常の営業形態として第４四半

期会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった

季節的な変動があります。

※２販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであ

ります。

従業員給料手当 136,238千円

貸倒引当金繰入額 46,241

試験研究費 30,250

役員賞与引当金繰入額 17,568

賞与引当金繰入額 14,710

従業員賞与 8,995

退職給付費用 8,860

役員退職慰労引当金繰入額 6,920

※３固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械及び装置 1,457千円

※４固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

車輛廃車 79千円

※５固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械及び装置 1,424千円

 

　

第３四半期会計期間

　
当第３四半期会計期間
(自　平成21年８月１日
至　平成21年10月31日)

　１当社の完成工事高は、通常の営業形態として第４四半

期会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった

季節的な変動があります。

※２販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであ

ります。

従業員給料手当 46,073千円

貸倒引当金繰入額 16,821

役員賞与引当金繰入額 6,347

試験研究費 5,980

退職給付費用 5,649

役員退職慰労引当金繰入額 2,340

※３固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

車輛廃車 33千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期累計期間
(自　平成21年２月１日 
  至　平成21年10月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年10月31日)

現金及び預金 1,982,484千円

預入期間が３か月超の定期預金 △312,000

現金及び現金同等物 1,670,484
 

　

　

(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成21年10月31日)及び当第３四半期累計期間(自　平成21年２月１日　至　平成21

年10月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第３半期会計期間末

普通株式(株) 4,098,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 796

　

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年４月24日
定時株主総会

普通株式 51,21512円50銭平成21年１月31日 平成21年４月27日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(リース取引関係)

所有権移転外のファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を

行っておりますが、当第３四半期会計期間末におけるリース取引の残高は前事業年度末に比べ著しい

変動が認められないため記載しておりません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額は前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

　

　

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

　

　

　

　

(持分法損益等)

該当事項はありません。

　

　

　

　

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

　

　

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期会計期間末
(平成21年10月31日)

前事業年度末
(平成21年１月31日)

　 　

　 1,046.62円
　

　 　

　 1,049.57円
　

　

２　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期累計期間

　
当第３四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
至　平成21年10月31日)

１株当たり四半期純利益金額 4.07円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─円
　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

　　 ２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

　

項目
当第３四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
至　平成21年10月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 16,692

普通株式に係る四半期純利益(千円) 16,692

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,097

　

第３四半期会計期間

　
当第３四半期会計期間
(自　平成21年８月１日
至　平成21年10月31日)

１株当たり四半期純損失金額 △1.52円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─円
　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載をしておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期会計期間
(自　平成21年８月１日
至　平成21年10月31日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(△)(千円) △6,216

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △6,216

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,097
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年12月11日

太洋基礎工業株式会社

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐　　藤　　　孝 　　   印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    中　　村　　哲　　也    印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている太洋

基礎工業株式会社の平成21年２月１日から平成22年１月31日までの第43期事業年度の第３四半期会計期間

(平成21年８月１日から平成21年10月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成21年２月１日から平成21年10

月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・

フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、太洋基礎工業株式会社の平成21年10月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 
(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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