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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】

回次
第29期

第３四半期連結
累計期間

第30期
第３四半期連結
累計期間

第29期
第３四半期連結
会計期間

第30期
第３四半期連結
会計期間

第29期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
４月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
10月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高 (千円) 8,953,14810,320,8793,038,8543,583,48413,651,729

経常利益 (千円) 165,089 121,853 95,537 103,774 690,509

四半期（当期）純利益 (千円) 39,455 37,246 18,986 64,122 396,861

純資産額 (千円) － － 5,702,8485,928,5076,082,752

総資産額 (千円) － － 14,384,66515,825,56916,611,518

１株当たり純資産額 (円) － － 742.61 772.19 791.55

１株当たり四半期（当

期）純利益金額
(円) 5.14 4.85 2.47 8.35 51.68

潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益

金額  

(円) － － － － －

自己資本比率 （％） － － 39.6 37.5 36.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 39,146 741,952 － － 310,988

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △784,980△246,263 － － △604,968

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 1,170,079△642,083 － － 1,304,582

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(千円) － － 1,903,4582,335,2662,491,550

従業員数 （人） － － 314 382 372

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、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３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 382  (29)

（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマーは含み、人材会社からの派遣社員は除いておりま

す。）は（　）内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 206  (18)

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であり、臨

時雇用者数（パートタイマーは含み、人材会社からの派遣社員は除いております。）は（　）内に当第３四半期会

計期間の平均人員を外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

当社グループの建設用資機材の製造・販売事業においては、建設用資材の受注生産を行っており、主に土木工事を

中心とした公共事業関連工事に使用されております。このため、経営成績は公共投資の動向に影響を受けると同時に、

生産、受注及び販売の状況は第３四半期連結会計期間に比べ、第４四半期連結会計期間に偏る傾向があります。

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高意思決定機関が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループは、事業内容によって区分し、事業ごとに包括的な戦略を立案し活動を展開しております。

　したがって、当社グループは、「建設用資機材の製造・販売事業」、「建築用資材の製造・販売事業」、「建設コンサ

ルタント事業」の３つを報告セグメントとしております。　

(1）生産実績

　　当第３四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 分野 金額（千円） 前年同四半期比（％）

建設用資機材の製造・販売事業

環境・防災 2,198,551 －

橋梁構造 207,273 －

その他 － －

小計 2,405,825 －

建築用資材の製造・販売事業 － 488,197 －

建設コンサルタント事業 － － －

報告セグメント計 － 2,894,022 －

その他 － 1,566 －

合計 － 2,895,588 －

（注）１．金額は販売価格によっております。

　　　２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　３．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バイオマス事業等を含んでおりま

す。

(2）受注状況

    当第３四半期連結会計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 分野
受注高
（千円）

前年同四半
期比（％）

受注残高
（千円）

前年同四半
期比（％）

建設用資機材の製造・販売事業

環境・防災 2,086,792 － 995,776 －

橋梁構造 153,648 － 119,984 －

その他 74,794 － 7,515 －

小計 2,315,234 － 1,123,275 －

建築用資材の製造・販売事業 － 989,275 － 14,878 －

建設コンサルタント事業 － 216,546 － 678,632 －

報告セグメント計 － 3,521,057 － 1,816,786 －

その他 － 1,566 － － －

合計 － 3,522,623 － 1,816,786 －

（注）１．金額は販売価格によっております。

　　　２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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　　　３．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バイオマス事業等を含んでおりま

す。

(3）販売実績

    当第３四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 分野 金額（千円） 前年同四半期比（％）

建設用資機材の製造・販売事業

環境・防災 2,116,672 －

橋梁構造 208,392 －

その他 67,279 －

小計 2,392,344 －

建築用資材の製造・販売事業 － 989,086 －

建設コンサルタント事業 － 200,487 －

報告セグメント計 － 3,581,918 －

その他 － 1,566 －

合計 － 3,583,484 －

（注）１．金額は販売価格によっております。

　　２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　３．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バイオマス事業等を含んでおりま

す。
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２【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、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３四半期連結会計期間において、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】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間の国内経済は、新興国の旺盛な需要から輸出企業を中心に一時は景気の回復基調にあ

りましたが、米国経済の減速懸念等の影響から急激な円高、デフレの進行、厳しい雇用情勢の継続等々の不安要因

で、景気の先行きに予断を許さない状況が続いております。

このような経営環境のもと当社グループでは、建設業界での公共投資の減少による市場規模の縮小と価格競争の

激化といった困難な問題に対処すべく、中・長期的な安定収益の確保と経営基盤の強化として、次のような取り組

みを行ってまいりました。

○ 補修・補強市場への取り組み強化策として「リペア・テクノ事業部」を新設（成長市場への積極的な営業強

化）

○ 水処理関連事業への研究開発と市場参入（連結子会社エスイーバイオマステクノ㈱における研究開発と㈱ア

ンジェロセックにおける海外水処理事業の調査・分析業務）

○ 「建設技術審査証明書」（建技審証第0906号）の取得による「FUT‐H型斜材ケーブル」の拡販

○ 海外（ベトナム）建設市場への事業展開（ハノイ～ハイフォン間高速道路プロジェクトでの施工管理業務の

受注獲得）

○ ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナーシップ＝公民連携）への積極的な取組（㈱アンジェロセッ

クによるＰＰＰプロジェクトの提案）

当第３四半期連結会計期間の業績は以下のとおりであります。

「環境・防災分野」においては、主力製品の『アンカー』で売上高が前年同期に比べ増加いたしました。これは、

国および地方公共団体の道路事業や災害対策事業に関連する公共工事の発注が低調であったものの、法面アンカー

の販売が順調に推移したことによります。また、非法面アンカーにつきましては、神戸港ポートアイランド地区岸壁

工事での耐震補強用に用いられる港湾施設向けの販売が好調に推移したことで、売上高を伸ばすことができまし

た。

「橋梁構造分野」では、新設路線の凍結等により当社製品の『Ｆ型ケーブル』・『ＦＵＴ型ケーブル』の販売も

前年同期に比べ減少いたしました。また、平成22年１月から連結対象となった㈱キョウエイが当社グループの業績

に大きく寄与いたしました。これにより連結売上高は3,583百万円（前年同期比17.9％増）となりました。

利益面では、売上総利益は売上高増加に伴う利益増があったことと、比較的利益率の高い工場製品の販売が伸び

たことで、売上総利益率は前年同期に比べ1.0ポイント上昇し28.3％となりました。販売費及び一般管理費は、前年

同期比で金額では増加しましたが、対売上高比率ではほぼ同じ率を維持いたしました。これにより営業利益115百万

円（前年同期比73.7％増）、経常利益103百万円（同8.6％増）、四半期純利益64百万円（同237.7％増）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。

なお、第１四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平

成20年３月21日）を適用しております。

これに伴い、従来の「建設用資機材の製造・販売事業」「バイオマス関連事業」の２つの報告セグメントを、第

１四半期連結会計期間から「建設用資機材の製造・販売事業」「建築用資材の製造・販売事業」「建設コンサル

タント事業」の３つの報告セグメントに変更いたしました。

具体的には以下のとおりでありますが、前年同期比較にあたっては、前年同四半期の数値を変更後のセグメント

に組み替えた金額との比較によっております。
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（建設用資機材の製造・販売事業）

この事業における分野別状況は次のとおりであります。

○環境・防災分野

この分野では、主力製品である『アンカー』で前年同期に比べ、96百万円17.8％の増加となりました。その要

因は、国および地方公共団体の道路事業や災害対策事業に関連する公共工事の発注が低調であったものの、当

社製品の法面アンカーの販売が順調に推移したことによります。また、耐震補強に用いられる港湾施設向けの

大型物件（神戸港ポートアイランド地区岸壁工事）の工事進捗が第３四半期は順調であったことから、非法面

アンカーの売上高も前年同期に比べ98百万円115.0％の増加となりました。

しかしながら、もう一つの主力製品である『落橋防止装置』は、既設橋梁の維持、補修、耐震化に伴う工事受

注があったものの、新設橋梁に関する継続案件の工事受注が伸びず前年同期に比べ102百万円13.7％の減少と

なりました。

この結果、この分野での売上高は2,116百万円（前年同期比7.3％増）となりました。

○橋梁構造分野

この分野では、「栄川大橋」「生名橋」「新曽木大橋」といった斜材架設物件の工事が順調に進捗したもの

の、『FUT‐H型斜材ケーブル』の売上は前年同期に比べ12百万円15.2％の僅かな減少となりました。また、新設

路線の凍結等により当社製品の『ＦＵＴ型ケーブル』の販売も前年同期に比べ68百万円69.5％の減少となり

ました。

これにより、この分野の売上高は208百万円（前年同期比64.4％減）となりました。

○その他分野

この分野では、施工に用いるジャッキ・ポンプ等の緊張用機材のレンタル売上が伸びず、前年同期に比べ23

百万円37.1％の減少でありました。当第３四半期から新規事業としてのリペア・テクノ事業部が『補修・補

強』関連での売上計上27百万円と寄与いたしました。

この結果、この分野での売上高は67百万円（前年同期比6.1％増）となりました。

以上のことからグループの主力事業である「建設用資機材の製造・販売事業」の売上高は2,392百万円（前年

同期比8.7％減）、営業利益は82百万円となりました。

（建築用資材の製造・販売事業）

この事業では、指標となります「首都圏新設マンション着工数」の当第３四半期累計期間の状況は、４月に

は一旦上向いたものの、５月で腰折れする状況が見られました。その後、再び上向くといった状況で推移いたし

ました。エスイー朝日㈱においてもこの影響を受けて売上高は前年同期に比べ14百万円4.6％の増加となりま

した。また、平成22年１月から連結対象となった㈱キョウエイが第１四半期より連結業績に貢献したことでこ

の事業の規模は大幅に増加し、売上高は989百万円（前年同期比223.6％増）、営業利益は28百万円となりまし

た。

（建設コンサルタント事業）

この事業では、連結子会社である㈱アンジェロセックの海外展開に伴って、規模を徐々に拡大してまいりま

した。これは、ＪＩＣＡ案件である「コンゴキンシャサ市内道路ＤＤ／ＳＶ入札業務」・「チュニジア国環境

プログラム（水処理技術）準備調査」およびハノイ～ハイフォン間高速道路ＳＶに係る高級技術者派遣業務

報酬等であります。これにより、この事業の売上高は200百万円（前年同期比79.4％増）、営業利益は22百万円

となりました。

（その他事業）

この区分には上記報告セグメントに含まれない事業セグメントを集約しており、「バイオマス事業」を含ん

でおります。この事業の売上高は１百万円、営業損失は３百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、資産合計が15,825百万円（前連結会計年度末比785百万円減）であ

りました。内訳は、流動資産10,308百万円（同573百万円減）、有形固定資産4,001百万円（同76百万円減）、無形固

定資産240百万円（同８百万円減）、投資その他の資産1,274百万円（同127百万円減）であります。減少の主な要因

は、受取手形及び売掛金が829百万円減少したことによります。

負債につきましては、負債合計が9,897百万円（同631百万円減）となりました。内訳は、流動負債が6,297百万円

（同223百万円減）、固定負債が3,599百万円（同408百万円減）でありました。減少の主な要因は、未払法人税等140

百万円、社債120百万円、長期借入金393百万円であります。

純資産につきましては、純資産合計が5,928百万円（同154百万円減）となりました。減少要因は、主として株主配

当金の支払による利益剰余金の減少によるものであります。

(3) キャッシュ・フローの状況

○当第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は2,335百万円（第２四半期連結会計期間末比

387百万円減）となりました。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果増加した資金は、108百万円（前年同四半期比47百万円増）でありました。主な資金の増加は、

税金等調整前四半期純利益103百万円、減価償却費78百万円、仕入債務の増加額525百万円等であります。主な資金

の減少は、売上債権の増加額584百万円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は、57百万円（前年同四半期比27百万円減）でありました。主な減少は、定期預金

の預入による支出14百万円、有形固定資産の取得による支出27百万円、投資有価証券の取得による支出12百万円

等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果減少した資金は、435百万円（前年同四半期比355百万円減）であります。主な資金の減少は、短

期借入金の純減額213百万円、長期借入の返済による支出231百万円、社債の償還による支出35百万円等でありま

す。

○当第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、2,335百万円（前年同四半期比431百万円

増）となりました。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果増加した資金は、741百万円（前年同四半期比702百万円増）でありました。主な資金の増加は、

税金等調整前四半期純利益が144百万円、減価償却費227百万円、売上債権の減少額831百万円等であります。主な

資金の減少は、たな卸資産の増加額409百万円、法人税等の支払額273百万円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は、246百万円（前年同四半期比538百万円増）でありました。主な資金の減少要

因は、定期預金の預入による支出25百万円、有形固定資産の取得による支出182百万円、無形固定資産の取得によ

る支出23百万円、投資有価証券の取得による支出15百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果減少した資金は、642百万円（前年同四半期比1,812百万円減）でありました。主な資金の増加

要因は、長期借入による収入446百万円であり、主な資金の減少要因は長期借入の返済による支出797百万円、社債

の償還による支出130百万円、親会社による配当金の支払153百万円等であります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究活動の金額は、31百万円であります。なお、当第３四半期

連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありま

せん。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、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３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

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 27,400,000

計 27,400,000

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22年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月10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 8,350,000 8,350,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ市場

（スタンダード）

単元株式数

1,000株

計 8,350,000 8,350,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【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
（株）

発行済株式総
数残高（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22年10月１日～

平成22年12月31日
－ 8,350,000 － 1,046,100 － 995,600

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、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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（７）【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22年９月30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22年９月30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） 普通株式 671,000 － －　

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,671,000 7,671 －

単元未満株式 普通株式 8,000 － －

発行済株式総数     8,350,000 － －

総株主の議決権 － 7,671 －

　（注）　上記「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、2,000株（議決権の数２個）含ま

れております。

 

②【自己株式等】

 平成22年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社エスイー 
東京都新宿区西新宿

六丁目５番１号
671,000 － 671,000 8.0

計 － 671,000 － 671,000 8.0

　（注）　当第３四半期会計期間末の自己株式数は、672,518株であります。
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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22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 514 495 474 495 476 463 460 450 477

最低（円） 495 438 442 450 455 457 425 422 440

（注）最高・最低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、

それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ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の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

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、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平

成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、四谷監査法人

による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,544,725 2,675,351

受取手形及び売掛金 ※3
 5,699,343 6,529,037

商品及び製品 363,304 305,505

仕掛品 409,909 157,734

原材料及び貯蔵品 1,041,969 942,864

その他 305,572 324,310

貸倒引当金 △55,906 △52,500

流動資産合計 10,308,917 10,882,302

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 1,269,138

※1
 1,302,796

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 416,703

※1
 473,850

工具、器具及び備品（純額） ※1
 82,172

※1
 98,269

土地 2,200,210 2,200,210

リース資産（純額） ※1
 33,261 －

建設仮勘定 278 3,536

有形固定資産合計 4,001,763 4,078,663

無形固定資産

のれん ※2
 182,394

※2
 198,747

その他 58,119 49,905

無形固定資産合計 240,514 248,653

投資その他の資産

投資有価証券 608,608 609,164

その他 702,064 813,351

貸倒引当金 △36,298 △20,617

投資その他の資産合計 1,274,373 1,401,899

固定資産合計 5,516,651 5,729,215

資産合計 15,825,569 16,611,518
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 3,881,735 3,886,921

短期借入金 383,922 388,749

1年内返済予定の長期借入金 1,099,374 1,057,248

1年内償還予定の社債 180,000 190,000

未払法人税等 100,319 240,828

賞与引当金 39,120 77,493

本社移転費用引当金 － 26,521

その他 613,417 653,538

流動負債合計 6,297,889 6,521,301

固定負債

社債 525,000 645,000

長期借入金 2,188,561 2,581,983

退職給付引当金 397,618 387,960

役員退職慰労引当金 403,092 383,820

資産除去債務 42,275 －

その他 42,624 8,700

固定負債合計 3,599,171 4,007,463

負債合計 9,897,061 10,528,765

純資産の部

株主資本

資本金 1,046,100 1,046,100

資本剰余金 995,600 995,600

利益剰余金 4,286,681 4,403,023

自己株式 △246,997 △246,080

株主資本合計 6,081,383 6,198,642

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 17,301 19,835

為替換算調整勘定 △170,176 △139,815

評価・換算差額等合計 △152,875 △119,979

少数株主持分 － 4,090

純資産合計 5,928,507 6,082,752

負債純資産合計 15,825,569 16,611,518
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（２）【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21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 ※3
 8,953,148

※3
 10,320,879

売上原価 6,396,831 7,479,916

売上総利益 2,556,316 2,840,963

販売費及び一般管理費 ※1
 2,423,693

※1
 2,717,973

営業利益 132,623 122,989

営業外収益

受取利息 621 637

受取配当金 1,643 1,919

受取手数料 16,034 14,097

受取家賃 8,208 14,735

持分法による投資利益 69,168 49,522

その他 13,265 26,833

営業外収益合計 108,941 107,744

営業外費用

支払利息 51,984 62,501

売上割引 11,680 13,598

為替差損 － 28,196

寄付金 1,669 3,321

その他 11,139 1,262

営業外費用合計 76,475 108,880

経常利益 165,089 121,853

特別利益

固定資産売却益 126 96

投資有価証券売却益 31 －

補助金収入 － 36,007

貸倒引当金戻入額 5,484 8,071

特別利益合計 5,642 44,175

特別損失

固定資産売却損 276 12

固定資産除却損 4,320 3,637

固定資産臨時償却費 ※2
 8,329 －

本社移転費用引当金繰入額 29,056 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,050

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,744

特別損失合計 41,983 21,444

税金等調整前四半期純利益 128,749 144,584

法人税等 91,991 111,427

少数株主損益調整前四半期純利益 － 33,156

少数株主損失（△） △2,698 △4,090

四半期純利益 39,455 37,246
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 ※3
 3,038,854

※3
 3,583,484

売上原価 2,210,593 2,569,967

売上総利益 828,261 1,013,517

販売費及び一般管理費 ※1
 761,593

※1
 897,725

営業利益 66,667 115,792

営業外収益

受取利息 277 120

受取配当金 729 830

受取手数料 4,506 1,875

受取家賃 2,736 4,911

持分法による投資利益 36,243 8,351

その他 6,216 5,868

営業外収益合計 50,710 21,957

営業外費用

支払利息 17,901 20,039

売上割引 3,418 5,973

寄付金 519 648

その他 － 7,312

営業外費用合計 21,840 33,975

経常利益 95,537 103,774

特別損失

固定資産売却損 276 －

固定資産除却損 323 －

固定資産臨時償却費 ※2
 8,329 －

本社移転費用引当金繰入額 29,056 －

特別損失合計 37,985 －

税金等調整前四半期純利益 57,552 103,774

法人税等 38,565 39,652

少数株主損益調整前四半期純利益 － 64,122

四半期純利益 18,986 64,122
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 128,749 144,584

減価償却費 227,265 227,279

固定資産臨時償却費 8,329 －

のれん償却額 16,353 16,353

固定資産除却損 4,535 3,721

持分法による投資損益（△は益） △69,168 △49,522

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,449 19,087

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,758 △38,372

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,888 9,658

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,540 19,272

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） 29,056 △26,521

受取利息及び受取配当金 △2,265 △2,556

支払利息 51,984 62,501

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,744

売上債権の増減額（△は増加） 1,078,837 831,535

たな卸資産の増減額（△は増加） △275,065 △409,079

仕入債務の増減額（△は減少） △775,022 △4,881

その他 △88,985 156,139

小計 274,745 975,943

利息及び配当金の受取額 14,452 24,891

利息の支払額 △53,947 △58,250

法人税等の支払額 △201,877 △273,964

その他 5,774 73,331

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,146 741,952

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 △30,000 △25,657

有形固定資産の取得による支出 △186,734 △182,434

有形固定資産の売却による収入 601 1,246

無形固定資産の取得による支出 △6,906 △23,730

投資有価証券の取得による支出 △8,726 △15,249

投資有価証券の売却による収入 1,500 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △1,123 △4,441

貸付金の回収による収入 2,057 1,067

保険積立金の解約による収入 11,784 6,507

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△567,433 －

資産除去債務の履行による支出 － △3,572

投資活動によるキャッシュ・フロー △784,980 △246,263
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 207,200 △4,827

長期借入れによる収入 1,700,000 446,000

長期借入金の返済による支出 △933,446 △797,296

社債の発行による収入 450,000 －

社債の償還による支出 △100,000 △130,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1,653

配当金の支払額 △153,674 △153,389

自己株式の取得による支出 － △916

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,170,079 △642,083

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,970 △9,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 421,274 △156,283

現金及び現金同等物の期首残高 1,482,183 2,491,550

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,903,458

※
 2,335,266
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【四半期連結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３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

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１四半期連結会計期間より、「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３四半期連結累計期間の営業利益および経常利益はそれぞれ2,642千

円減少し、税金等調整前四半期純利益は19,386千円減少しております。また、当会計基準等

の適用開始による資産除去債務の変動額は42,275千円であります。

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第

３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　当第３四半期連結累計期間において「為替差損」が営業外費用の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期

間では区分掲記することといたしました。

　なお、前第３四半期連結累計期間は、7,270千円の為替差益であり、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま

した。

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第

３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。
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【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

棚卸資産の評価方法 　当第３四半期連結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、前連結会

計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出する方法によっておりま

す。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

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。

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は3,594,723千円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は3,453,500千円で

あります。

※２　固定負債である負ののれんと相殺した差額を記載し

ております。

　　なお、相殺前の金額は次のとおりであります。

※２　固定負債である負ののれんと相殺した差額を記載し

ております。

　　なお、相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 194,910千円 のれん 212,629千円

負ののれん 12,515千円 負ののれん 13,881千円

※３　期末日満期手形

　当第３四半期連結会計期間の末日は金融機関の休業

日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理

しております。当第３四半期連結会計期間末日満期手

形の金額は次のとおりであります。

 ────── 

受取手形 152,774千円  

支払手形 73,279千円  

４　受取手形裏書高 105,159千円 ４　受取手形割引高 84,835千円

　　受取手形裏書高 271,288千円
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

販売運賃 357,186千円

役員報酬 153,556千円

従業員給与手当 810,610千円

賞与引当金繰入額 15,768千円

退職給付費用 39,465千円

役員退職慰労引当金繰入額 16,060千円

販売運賃 361,194千円

役員報酬 194,341千円

従業員給与手当 922,115千円

賞与引当金繰入額 17,548千円

退職給付費用 37,055千円

役員退職慰労引当金繰入額 25,772千円

貸倒引当金繰入額 29,411千円

※２　固定資産臨時償却費

　計画している本社の移転に伴い、現本社における建

物等の臨時償却を行ったものであり、内容は次の通り

であります。

────── 

建物及び構築物 5,679千円

工具、器具及び備品 2,650千円

合計 8,329千円

　

※３　当社グループの売上高は、通常の営業の形態として

連結会計年度の上半期と下半期との間に著しい変動

があり、業績は下半期に偏る傾向があります。

※３　当社グループの売上高は、通常の営業の形態として

連結会計年度の上半期と下半期との間に著しい変動

があり、業績は下半期に偏る傾向があります。

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

販売運賃 114,858千円

貸倒引当金繰入額 810千円

役員報酬 51,397千円

従業員給与手当 233,391千円

賞与引当金繰入額 15,768千円

退職給付費用 12,826千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,820千円

販売運賃 122,454千円

貸倒引当金繰入額 10,781千円

役員報酬 68,028千円

従業員給与手当 262,744千円

賞与引当金繰入額 17,548千円

退職給付費用 12,195千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,971千円

※２　固定資産臨時償却費

　計画している本社の移転に伴い、現本社における建

物等の臨時償却を行ったものであり、内容は次の通り

であります。

────── 

建物及び構築物 5,679千円

工具、器具及び備品 2,650千円

合計 8,329千円

　

※３　当社グループの売上高は、通常の営業の形態として

連結会計年度の上半期と下半期との間に著しい変動

があり、業績は下半期に偏る傾向があります。

※３　当社グループの売上高は、通常の営業の形態として

連結会計年度の上半期と下半期との間に著しい変動

があり、業績は下半期に偏る傾向があります。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年12月31日現在）

現金及び預金勘定 2,058,458千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△155,000千円

現金及び現金同等物 1,903,458千円

現金及び預金勘定 2,544,725千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△209,458千円

現金及び現金同等物 2,335,266千円

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至　

平成22年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　8,350,000株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　672,518株

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

　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22年６月29日

定時株主総会
普通株式 153,589 20 平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 
建設用資機材の
製造・販売事業
（千円）

バイオマス
関連事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社 
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,038,472 381 3,038,854 － 3,038,854

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 3,038,472 381 3,038,854 － 3,038,854

営業利益又は営業損失（△） 227,780 △9,593 218,186(△151,518)66,667

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

建設用資機材の製造・販売事業・・・アンカー、落橋防止装置、ＫＩＴ受圧板、ＰＣ用ケーブル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　外ケーブル、斜材、沈埋函耐震連結装置等

　　　　　　　　　　　　　　　　　コンクリート型枠用特殊ボルト（セパレーター等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バイ

オマス関連事業・・・・・・・・有機性廃棄物処理装置

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

 
建設用資機材の
製造・販売事業
（千円）

バイオマス
関連事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社 
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 8,950,693 2,454 8,953,148 － 8,953,148

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 8,950,693 2,454 8,953,148 － 8,953,148

営業利益又は営業損失（△） 650,078△22,480 627,597(△494,974)132,623

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

建設用資機材の製造・販売事業・・・アンカー、落橋防止装置、ＫＩＴ受圧板、ＰＣ用ケーブル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　外ケーブル、斜材、沈埋函耐震連結装置等

　　　　　　　　　　　　　　　　　コンクリート型枠用特殊ボルト（セパレーター等）　　　　　　　　　バイオマス関連事業・・

・・・・・・有機性廃棄物処理装置

【所在地別セグメント情報】

　前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

　前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。　

EDINET提出書類

株式会社エスイー(E01298)

四半期報告書

25/32



【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自　平

成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高意思決定機関が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループは、事業内容によって区分し、事業ごとに包括的な戦略を立案し活動を展開しております。

　したがって、当社グループは、「建設用資機材の製造・販売事業」、「建築用資材の製造・販売事業」、「建設コンサ

ルタント事業」の３つを報告セグメントとしております。

「建設用資機材の製造・販売事業」は、構造物に用いられる土木建設資材である「アンカー」、「落橋防止装置」、

「ＰＣ用ケーブル」、「外ケーブル」、「斜材」等の製品を製造・販売しております。

「建築用資材の製造・販売事業」は、建物に用いられる建築資材である「セパレーター」、「吊りボルト」などの

建築用関連製品を製造・販売しております。

「建設コンサルタント事業」は、国内建設コンサルタント業務および海外での道路、橋梁、建機、水、エネルギー、開

発調査等に係るＯＤＡ市場での幅広い建設コンサルタントサービスの提供を行っております。

　２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

（単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

建設用資機材
の製造・販売
事業

建築用資材の
製造・販売事
業

建設コンサル
タント事業

計

売上高 　      

外部顧客への売上高 7,235,2502,703,663358,78910,297,70323,17610,320,879

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － 23,067 23,067 388,932411,999

計 7,235,2502,703,663381,85610,320,770412,10810,732,879

セグメント利益又は損失

（△）
196,715 40,695△72,363 165,047△8,605 156,441　

　

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

（単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

建設用資機材
の製造・販売
事業

建築用資材の
製造・販売事
業

建設コンサル
タント事業

計

売上高 　      

外部顧客への売上高 2,392,344989,086200,4873,581,9181,5663,583,484

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － 16,500 16,500 145,003161,503

計 2,392,344989,086216,9873,598,418146,5693,744,988

セグメント利益又は損失

（△）
82,050 28,343 22,440 132,835△3,890 128,944　

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バイオマス事業等を含んでおります。
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）　

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 165,047

「その他」の区分の利益 △8,605

セグメント間取引消去 10,124

全社費用（注） △27,223

のれんの償却 △16,353

四半期連結損益計算書の営業利益 122,989

　

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 132,835

「その他」の区分の利益 △3,890

セグメント間取引消去 3,734

全社費用（注） △11,436

のれんの償却 △5,451

四半期連結損益計算書の営業利益 115,792

　（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費等に係る費用であります。

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

　該当事項はありません。

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３

月21日）を適用しております。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 772.19円 １株当たり純資産額 791.55円

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 5,928,507 6,082,752

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ 4,090

　　（うち少数株主持分） (－) (4,090)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資

産額（千円）
5,928,507 6,078,662

１株当たり純資産額の算定に用いられた

四半期末（期末）の普通株式の数（株）
7,677,482 7,679,459

２．１株当たり四半期純利益金額 

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 5.14円 １株当たり四半期純利益金額 4.85円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

四半期純利益（千円） 39,455 37,246
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前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 39,455 37,246

期中平均株式数（株） 7,679,459 7,678,245

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 2.47円 １株当たり四半期純利益金額 8.35円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

四半期純利益（千円） 18,986 64,122

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 18,986 64,122

期中平均株式数（株） 7,679,459 7,677,482
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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22年２月９日

株式会社エスイー

取締役会　御中

四谷監査法人

 
 指定社員
 業務執行社員

 公認会計士 野田　高廣　　　印

 
 指定社員
 業務執行社員

 公認会計士 下條　伸孝　　　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」に掲げられている株式会社エスイーの

平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結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連結財務

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エスイー及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

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。

２．四半期連結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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成23年２月８日

株式会社エスイー

取締役会　御中

四谷監査法人

 
 指定社員
 業務執行社員

 公認会計士 野田　高廣　　　印

 
 指定社員
 業務執行社員

 公認会計士 下條　伸孝　　　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」に掲げられている株式会社エスイーの

平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結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連結財務

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エスイー及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

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。

２．四半期連結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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