
四半期報告書

東京都文京区西片一丁目１７番８号

（第44期第３四半期）

自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日



目 次

頁

表 紙

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 ………………………………………………………………………………………… 1

２ 事業の内容 ………………………………………………………………………………………………………… 1

第２ 事業の状況

１ 事業等のリスク …………………………………………………………………………………………………… 2

２ 経営上の重要な契約等 …………………………………………………………………………………………… 2

３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ………………………………………………… 2

第３ 提出会社の状況

１ 株式等の状況

(1）株式の総数等 …………………………………………………………………………………………………… 4

(2）新株予約権等の状況 …………………………………………………………………………………………… 4

(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 ………………………………………………… 4

(4）ライツプランの内容 …………………………………………………………………………………………… 4

(5）発行済株式総数、資本金等の推移 …………………………………………………………………………… 4

(6）大株主の状況 …………………………………………………………………………………………………… 4

(7）議決権の状況 …………………………………………………………………………………………………… 5

２ 役員の状況 ………………………………………………………………………………………………………… 5

第４ 経理の状況 …………………………………………………………………………………………………………… 6

１ 四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………………… 7

(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 …………………………………………………… 9

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………………………………… 9

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………………………………… 10

２ その他 ……………………………………………………………………………………………………………… 16

第二部 提出会社の保証会社等の情報 ……………………………………………………………………………………… 17

［四半期レビュー報告書］ 18



（注） 上記の九州支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧

に供する場所としております。

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年２月５日

【四半期会計期間】 第44期第３四半期（自 平成24年10月１日 至 平成24年12月31日）

【会社名】 ジオスター株式会社

【英訳名】 GEOSTR Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栗山 実則

【本店の所在の場所】 東京都文京区西片一丁目17番８号

【電話番号】 ０３（５８４４）１２００（代表）

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営管理部経理チームリーダー 井上 幸則

【 寄りの連絡場所】 東京都文京区西片一丁目17番８号

【電話番号】 ０３（５８４４）１２００（代表）

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営管理部経理チームリーダー 井上 幸則

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

ジオスター株式会社 大阪支店

（大阪府大阪市中央区淡路町四丁目３番10号）

ジオスター株式会社 名古屋支店

（愛知県名古屋市中区錦二丁目15番22号）

ジオスター株式会社 九州支店

（福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目19番５号）



（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。

４．当社は、平成23年10月１日付で東京エコン建鉄株式会社と合併いたしました。本合併は、企業結合会計上の

「逆取得」に該当し、当社が被取得企業、東京エコン建鉄株式会社が取得企業となるため、第43期第３四半

期連結累計期間の業績は、東京エコン建鉄株式会社の第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23

年９月30日）６ヶ月分の業績に、合併新会社の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日～平成23年12月

31日）３ヶ月分の業績を合算した金額となっております。また、第43期の業績は、東京エコン建鉄株式会社

の第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）６ヶ月分の業績に、合併新会社の第３

四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間（平成23年10月１日～平成24年３月31日）６ヶ月分の業績

を合算した金額となっております。

当第３四半期連結累計期間において、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。

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43期

第３四半期連結
累計期間

第44期
第３四半期連結

累計期間
第43期

会計期間

自平成23年
４月１日

至平成23年
12月31日

自平成24年
４月１日

至平成24年
12月31日

自平成23年
４月１日

至平成24年
３月31日

売上高（千円） 12,474,462 16,800,979 20,735,968

経常利益（千円） 491,401 37,009 794,939

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
9,005,810 △4,085 9,050,158

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
8,962,686 97,334 9,153,559

純資産額（千円） 12,542,686 12,720,050 12,733,316

総資産額（千円） 27,769,670 23,755,316 27,165,227

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

461.41 △0.13 403.22

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（％） 45.07 53.42 46.77

回次
第43期

第３四半期連結
会計期間

第44期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成23年
10月１日

至平成23年
12月31日

自平成24年
10月１日

至平成24年
12月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
285.38 5.09

２【事業の内容】
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当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

固定資産の譲渡について

当社は、平成24年12月27日開催の取締役会における決議を経て、同日、イオンタウン株式会社との間で土地売買

契約書を締結いたしました。本件の概要につきましては、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表」の追加

情報をご参照ください。

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末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）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要に支えられ回復を続けてきました

が、海外経済の減速を主因として後退局面に入っています。公共投資は、復興需要の本格化に伴い被災地を中心に増

加しているものの、鉱工業生産・設備投資・個人消費共に、弱含みで推移しており、先行きは依然不透明でありま

す。

当社グループの属する建設業界につきましては、土木事業分野においては、公共工事の削減とゼネコンの低価格入

札による競争激化と受注価格の低下、また、建築事業分野においては、新設住宅着工戸数は被災住宅を背景に持ち直

しの動きが見られるものの、依然として低水準で推移しており、両事業分野共に、厳しい事業環境が続いておりま

す。

このような状況下、当社グループは、平成23年10月１日付けで東京エコン建鉄株式会社と合併し、「新ジオスタ

ー」としてスタートを切りました。新ジオスターは、建設業界で漸減する工事量と厳しいコスト要求の中で、親会社

である新日鐵住金株式会社との営業連携の下、復興需要をはじめあらゆる需要を掘り起こし捕捉すると共に、合理的

な生産体制の構築を行い、新会社の基盤を確固たるものにし、確実に成長する会社とすべく、全社員・グループ会社

一丸となり、努力してまいります。

当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高168億円（前年同期は124億74百万円）、営業利益17百万円（前年同期

は４億24百万円）、経常利益37百万円（前年同期は４億91百万円）、四半期純損失４百万円（前年同期は90億５百万

円の利益）となりました。

なお、平成23年10月１日付の東京エコン建鉄株式会社との合併が企業結合会計上の「逆取得」に該当するため、前

年同期の業績は、東京エコン建鉄株式会社の第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）６ヶ

月分の業績に、合併新会社の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日～平成23年12月31日）３ヶ月分の業績を合

算した金額となっております。

セグメント業績は次のとおりであります。

土木

平成23年10月１日付の合併により、当社は鋼製セグメントの製造販売及び合成セグメント等についての新日鐵住金

株式会社からの受託製造を行うこととなり、シールドトンネルに必要なあらゆる種類のセグメントを製造できる体制

を整えることとなりました。本合併の効果に加えて、従来から推し進めております在来工法のプレキャスト化と震災

復興プロジェクトの受注拡大に努めた結果、当第３四半期連結累計期間の土木事業全体の売上高は、132億58百万円

（前年同期は104億66百万円）、営業利益は１億37百万円（前年同期は２億88百万円）となりました。

建築

戸建鉄筋コンクリート住宅を担当する100％子会社のレスコハウス株式会社は、抜本的な収益力強化に取り組んで

おります。営業面では、新商品である環境配慮型住宅「ジィオ・グリーン」、二世帯住宅「ドゥーブル」、賃貸住宅

「オプティマ」の販売、ネット広告の強化、キャンペーンの充実及び提携先従業員の知名度向上などにより、受注の

確保・拡大に全力で取り組んでおります。また、コスト面では、協力会社と一体となったコスト削減と工場の生産性

向上を推進しております。当第３四半期連結累計期間の建築事業の売上高は、35億42百万円（前年同期は20億７百万

円）、営業損失は１億20百万円（前年同期は１億35百万円の利益）となりました。

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した対処すべき課題はありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、89百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、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。

(4）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

土木事業分野の主力製品であるセグメント製品（トンネルの構造部材）、プレス土木製品、ＲＣ土木製品の大半

は公共工事に使用されます。公共工事投資の動向は、日本政府及び地方自治体の政策によって決定されるものであ

り、当社グループの業績は、公共工事投資動向により影響を受ける可能性があります。また、 近のゼネコンの低

価格入札は、当社の受注価格や受注量に影響する可能性があります。

戸建鉄筋コンクリート住宅の製造、販売を行う建築事業分野は、景気動向、住宅税制関連法規の改正、金利動

向、地価動向などの影響を受ける可能性があります。

このように当社グループを取り巻く事業環境は、土木事業分野においては、公共工事の縮減及び競争激化による

受注価格の低下、建築事業分野では、住宅購買意欲の低迷など厳しい状況が見込まれます。

当社グループはこのような状況に対処するため、全社員・グループ会社一丸となり「成長する新ジオスターの創

出」を目指し、事業構造・収益構造・組織体質の変革に取り組むと同時に財務体質の強化を図り、更なる企業価値

向上に努めてまいります。

(5）経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、事業環境及び現在入手可能な情報に基づき 善の経営方針を立案するように努めてお

りますが、当社グループを取り巻く事業環境は公共工事の継続的縮減、受注競争の激化、新設住宅着工戸数の低迷

など、今後も厳しい状況が続くものと予想されます。このような事業環境の下、当社グループは新たな事業領域の

拡大に努めるとともに更なる体質改善を図ることで経営基盤の強化と収益力向上に取り組んでまいります。
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①【株式の総数】

②【発行済株式】

該当する事項はありません。

該当する事項はありません。

該当する事項はありません。

（注）提出会社の個別上の資本準備金残高であります。

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 56,800,000

計 56,800,000

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）

(平成24年12月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成25年２月５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 31,530,000 31,530,000
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 31,530,000 31,530,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

（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】

（４）【ライツプランの内容】

（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24年10月１日

～平成24年12月31日
－ 31,530,000 － 3,352,250 －

（注）

2,868,896

（６）【大株主の状況】
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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24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】

（注）１．「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5,000株含まれております。ま

た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数5個が含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式305株が含まれております。

②【自己株式等】

（注）平成24年12月31日現在の当社保有の自己株式数は242,305株であります。

該当する事項はありません。

（７）【議決権の状況】

平成24年12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）
（自己保有株式）

普通株式 242,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 31,262,000 31,262 －

単元未満株式 普通株式 26,000 －
１単元（1,000株）未満

の株式

発行済株式総数 31,530,000 － －

総株主の議決権 － 31,262 －

平成24年12月31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

（％）

（自己保有株式）

ジオスター株式会社
東京都文京区西片一

丁目17番8号
242,000 － 242,000 0.77

計 － 242,000 － 242,000 0.77

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
(1) 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）に基づいて作成しております。

(2) 当社は、平成23年10月１日を効力発生日として、東京エコン建鉄株式会社と合併いたしました。本合併は、「企

業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）上は、東京エコン建鉄株式会社が当社

を取得したものとする「逆取得」に該当いたします。そのため、前第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平

成23年12月31日）の業績は、東京エコン建鉄株式会社の第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月

30日）６ヶ月分の金額に、合併新会社の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日～平成23年12月31日）３ヶ月分

の金額を合算したものとなっております。

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、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平

成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

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

第４【経理の状況】
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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）

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 1,160,753 506,508

預け金 1,864,254 1,491,846

受取手形及び売掛金 ※  7,231,293 ※  5,990,998

商品及び製品 5,936,136 4,759,619

仕掛品 797,000 881,201

原材料及び貯蔵品 1,195,586 1,013,045

その他 813,184 956,900

貸倒引当金 △5,857 △3,540

流動資産合計 18,992,352 15,596,580

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,509,193 1,486,701

機械装置及び運搬具（純額） 686,401 628,768

土地 4,516,282 4,476,249

建設仮勘定 51,686 259

その他（純額） 145,691 121,593

有形固定資産合計 6,909,255 6,713,572

無形固定資産 124,421 118,738

投資その他の資産

投資有価証券 854,745 1,009,841

その他 348,100 373,350

貸倒引当金 △63,648 △56,767

投資その他の資産合計 1,139,197 1,326,425

固定資産合計 8,172,874 8,158,735

資産合計 27,165,227 23,755,316

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※  5,059,480 ※  3,957,094

短期借入金 1,200,000 1,500,000

前受金 3,745,466 2,216,788

未払金 2,008,053 1,576,807

未払法人税等 252,721 －

未払消費税等 310,213 －

賞与引当金 217,921 113,906

完成工事補償引当金 22,825 22,457

災害損失引当金 4,000 3,503

工場再編損失引当金 386,193 216,425

受注損失引当金 － 132,830

工事損失引当金 15,084 15,084

資産除去債務 9,470 9,470

その他 ※  92,337 ※  119,453

流動負債合計 13,323,768 9,883,822

固定負債

長期借入金 50,000 50,000

退職給付引当金 310,903 297,254

役員退職慰労引当金 124,019 122,115

資産除去債務 137,774 138,253

その他 485,444 543,820

固定負債合計 1,108,142 1,151,443

負債合計 14,431,911 11,035,265
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,352,250 3,352,250

資本剰余金 4,384,580 4,384,580

利益剰余金 4,896,174 4,782,580

自己株式 △26,741 △26,832

株主資本合計 12,606,262 12,492,577

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 98,493 197,694

その他の包括利益累計額合計 98,493 197,694

少数株主持分 28,560 29,777

純資産合計 12,733,316 12,720,050

負債純資産合計 27,165,227 23,755,316
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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 12,474,462 16,800,979

売上原価 11,120,151 14,470,563

売上総利益 1,354,311 2,330,416

販売費及び一般管理費 930,102 2,313,087

営業利益 424,209 17,329

営業外収益

受取利息 470 1,137

受取配当金 5,734 10,045

受取ロイヤリティー 0 6,939

雑収入 63,194 －

その他 6,819 12,453

営業外収益合計 76,219 30,575

営業外費用

支払利息 7,711 8,721

その他 1,316 2,173

営業外費用合計 9,027 10,895

経常利益 491,401 37,009

特別利益

固定資産売却益 857 70,143

ゴルフ会員権売却益 351 －

負ののれん発生益 8,974,394 －

特別利益合計 8,975,602 70,143

特別損失

工場再編損失 376,541 －

合併関連費用 27,371 －

本社移転費用 － 32,201

災害による損失 20,082 －

退職給付費用 71,553 －

減損損失 － ※1  3,532

固定資産除売却損 20,480 8,902

会員権売却損 1,399 －

投資有価証券売却損 1,047 －

ゴルフ会員権評価損 150 130

特別損失合計 518,626 44,765

税金等調整前四半期純利益 8,948,378 62,387

法人税等 △59,384 64,255

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

9,007,762 △1,867

少数株主利益 1,952 2,217

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,005,810 △4,085
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

9,007,762 △1,867

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △45,076 99,201

その他の包括利益合計 △45,076 99,201

四半期包括利益 8,962,686 97,334

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8,960,733 95,116

少数株主に係る四半期包括利益 1,952 2,217
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（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

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。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四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5,462千円増加しております。

（税金費用の計算）

税金費用については、主として当第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。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。

（重要な資産の譲渡）

当社は、平成24年12月27日開催の取締役会において、資産の効率的活用および財務体質の強化を目的として、下

記のとおり保有する固定資産（土地）の譲渡を決議し、同日、土地売買契約書を締結いたしました。

(1）譲渡する相手会社の名称

イオンタウン株式会社

なお、譲渡先と当社との間には、記載すべき資本関係、人的関係および取引関係はありません。

また、譲渡先は、当社の関連当事者には該当しません。

(2）譲渡資産の種類、譲渡前の使途

譲渡資産の種類

千葉工場跡地（千葉県千葉市稲毛区）

譲渡前の使途

遊休資産

(3）譲渡日

平成25年３月29日（予定）

(4）譲渡価額

2,387百万円

【会計方針の変更】

【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】

【追加情報】
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※ 四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間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をしております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期

連結会計期間末日残高に含まれております。

※１．減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

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）

当社グループは、事業用資産については、原則として工場単位によりグルーピングを行っており、遊休

資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当第３四半期連結累計期間において、遊休状態にある土地の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、回収可能価額は、正味売却価額（固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出した金額）によ

り評価しております。

２．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）及び当第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）

当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に売上が集中しているため、

第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における売上高に比べ、第４四半期連結会計期間の売

上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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）

受取手形 千円207,680 千円243,919

支払手形 499,183 390,478

設備関係支払手形（流動負債その他） 1,061 10,341

（四半期連結損益計算書関係）

場所 用途 種類 金額（千円）

千葉県

山武郡
遊休資産 土地 3,532

（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）

減価償却費 千円292,387 千円373,081

のれんの償却額 2,666 3,000
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Ⅰ 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）

１．配当金支払額

当社は、平成23年10月１日付で当社を吸収合併存続会社、東京エコン建鉄株式会社を吸収合併消滅会社とする

合併を実施いたしました。本合併は、企業結合会計上の「逆取得」に該当し、当社が被取得企業、東京エコン建

鉄株式会社が取得企業となります。

以下の配当金の金額は、東京エコン建鉄株式会社の平成23年３月31日の 終の株主名簿に記載された株主に対

して支払われております。なお、「配当の原資」は東京エコン建鉄株式会社における合併前の勘定科目に基づき

記載しております。

以下の配当金の金額は、当社の定時株主総会において決議された金額であり、当社の平成23年３月31日の 終

の株主名簿に記載された株主に対して支払われております。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末

後となるもの

該当する事項はありません。

Ⅱ 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）

１．配当金支払額

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末

後となるもの

該当する事項はありません。

（株主資本等関係）

（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23年６月28日

定時株主総会
普通株式 7,200 18.0 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

（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23年６月29日

定時株主総会
普通株式 53,069 3.0 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

（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24年６月28日

定時株主総会
普通株式 109,508 3.5 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

－13－



Ⅰ 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）

１．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

（単位：千円）

（注） １．調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

当第３四半期連結会計期間において、東京エコン建鉄株式会社と合併いたしました。

これにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第３四半期連結会計期間の報告セグメントの資産の金額は、

「土木事業」において9,785,636千円、「建築事業」において1,148,918千円増加しております。

３．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

「土木事業」において、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３

四半期連結累計期間において76,573千円であります。

（重要な負ののれん発生益）

当社と東京エコン建鉄株式会社との合併により、負ののれん発生益8,974,394千円を計上しております。な

お、報告セグメントへの配賦は不能であります。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

土木 建築 合計
調整額
（注１）

四半期連結損益
計算書計上額
（注２）

売上高

外部顧客への売上高 10,466,490 2,007,972 12,474,462 － 12,474,462

セグメント間の内部売上高

又は振替高
9,248 5,069 14,317 △14,317 －

計 10,475,738 2,013,041 12,488,780 △14,317 12,474,462

セグメント利益 288,235 135,973 424,209 － 424,209
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Ⅱ 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）

１．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

（単位：千円）

（注） １．調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

「土木」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、

当第３四半期連結累計期間において3,532千円であります。

１株当たりの四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

（注） １．期中平均株式数の算定上の基礎となる株式数（普通株式の発行済株式数から自己株式を控除した株式数）の

うち、前第３四半期連結累計期間開始の日から、合併期日の前日までの株式数は、当該期間における東京エコ

ン建鉄株式会社の株式数を当社株式数に換算して算定しております。東京エコン建鉄株式会社の株式数の当社

株式への換算方法は、当社と東京エコン建鉄株式会社との合併における合併比率によっております。

２．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。

該当する事項はありません。

土木 建築 合計
調整額
（注１）

四半期連結損益
計算書計上額
（注２）

売上高

外部顧客への売上高 13,258,071 3,542,908 16,800,979 － 16,800,979

セグメント間の内部売上高

又は振替高
14,882 32,512 47,395 △47,395 －

計 13,272,954 3,575,421 16,848,375 △47,395 16,800,979

セグメント利益又は損失

（△）
137,764 △120,435 17,329 － 17,329

（１株当たり情報）

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）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）
円 銭461 41 銭△13

（算定上の基礎）

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
9,005,810 △4,085

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金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
9,005,810 △4,085

普通株式の期中平均株式数（株） （注1)19,517,915 31,287,900

（重要な後発事象）
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該当する事項はありません。

２【その他】
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該当事項はありません。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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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」に掲げられているジオスター株式

会社の平成24年４月１日から平成25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24年10月１日から平

成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

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、ジオスター株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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。

利害関係

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

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成25年２月５日

ジオスター株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 宮本 敬久 印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 山田 尚宏 印

（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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（注） 上記の九州支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供

する場所としております。

【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年２月５日

【会社名】 ジオスター株式会社

【英訳名】 GEOSTR Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栗山 実則

【 高財務責任者の役職氏名】 取締役常務執行役員 石川 純

【本店の所在の場所】 東京都文京区西片一丁目17番８号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

ジオスター株式会社 大阪支店

（大阪府大阪市中央区淡路町四丁目３番10号）

ジオスター株式会社 名古屋支店

（愛知県名古屋市中区錦二丁目15番22号）

ジオスター株式会社 九州支店

（福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目19番５号）
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当社代表取締役栗山実則及び当社 高財務責任者石川純は、当社の第44期第３四半期（自平成24年10月１日 至平

成24年12月31日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しまし

た。

特記すべき事項はありません。

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】
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