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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）

(2) 連結財政状態

(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 3,504 10.7 △14 ― 8 △92.7 9 △92.8
24年3月期第1四半期 3,164 △1.3 63 ― 123 ― 125 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △20百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 114百万円 （―％）

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 1.47 ―
24年3月期第1四半期 20.34 ―

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 15,252 9,599 62.9
24年3月期 14,496 9,666 66.7
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 9,599百万円 24年3月期 9,666百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 7.50 ― 7.50 15.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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) 7,100 3.9 80 ― 100 70.9 180 240.4 29.26
通期 14,700 2.7 200 25.8 240 1.7 300 17.6 48.77



(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

(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Ｐ．２「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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※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、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仮定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２ペー
ジ「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。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 6,400,000 株 24年3月期 6,400,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 248,781 株 24年3月期 248,781 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 6,151,219 株 24年3月期1Q 6,151,219 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わが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景に企業収益および設備

投資の持ち直しや、個人消費の増加がみられるなど、緩やかに回復しつつ推移いたしました。

当社グループの主な事業分野である建設・土木業界におきましては、民間住宅投資、公共投資ともに低水準なが

らも堅調に推移いたしました。

このような環境のもと、当社グループは高付加価値製品を市場に浸透させるため、拡販に努めるなど営業の強化

を図った結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は35億４百万円（前年同四半期比10.7％増）となりましたが、

価格競争の激化により販売価格の改善が予想を下回り、営業損失は14百万円（前年同四半期は営業利益63百万

円）、経常利益は８百万円（前年同四半期比92.7％減）、四半期純利益は９百万円（前年同四半期比92.8％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の総資産は 152億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億56百万円増加しま

した。主な要因としましては、現金及び預金が５億42百万円、たな卸資産が２億56百万円それぞれ増加したことに

よるものです。 

負債の部は、56億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億23百万円増加しました。主な要因としまして

は、支払手形及び買掛金が４億79百万円増加し、たな卸資産の増加に伴い短期借入金が３億40百万円増加したこと

によるものです。

純資産の部は、95億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ66百万円減少しました。これにより、自己資本比

率は62.9％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月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月９日に公表しました連結業績予想から修正は行っ

ておりません。

（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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常利益及び税金等調整前四半期純利益にあたえる影響は軽

微であります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 1,094,665 1,637,139

受取手形及び売掛金 5,216,804 5,224,194

商品及び製品 595,036 592,612

仕掛品 265,993 272,520

原材料及び貯蔵品 1,262,643 1,514,704

その他 12,784 16,456

貸倒引当金 △8,598 △8,584

流動資産合計 8,439,329 9,249,044

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,151,206 1,133,121

機械装置及び運搬具（純額） 504,527 538,392

土地 3,746,531 3,746,531

建設仮勘定 1,700 3,895

その他（純額） 12,177 10,913

有形固定資産合計 5,416,143 5,432,853

無形固定資産

のれん 28,500 23,750

その他 69,521 61,201

無形固定資産合計 98,021 84,951

投資その他の資産

投資有価証券 379,178 332,660

前払年金費用 85,368 76,155

その他 103,217 102,121

貸倒引当金 △24,564 △24,867

投資その他の資産合計 543,199 486,069

固定資産合計 6,057,365 6,003,874

資産合計 14,496,694 15,252,918



（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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,848,324 3,327,628

短期借入金 830,000 1,170,000

未払法人税等 16,675 5,072

繰延税金負債 87 487

賞与引当金 81,869 42,264

その他 430,260 520,138

流動負債合計 4,207,216 5,065,591

固定負債

繰延税金負債 299,305 279,175

退職給付引当金 35,405 37,328

役員退職慰労引当金 274,560 258,717

その他 13,569 12,290

固定負債合計 622,840 587,511

負債合計 4,830,057 5,653,103

純資産の部

株主資本

資本金 1,290,800 1,290,800

資本剰余金 1,207,310 1,207,310

利益剰余金 7,229,740 7,192,649

自己株式 △112,696 △112,696

株主資本合計 9,615,153 9,578,063

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 51,482 21,060

繰延ヘッジ損益 － 691

その他の包括利益累計額合計 51,482 21,752

純資産合計 9,666,636 9,599,815

負債純資産合計 14,496,694 15,252,918



（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 3,164,239 3,504,152

売上原価 2,623,217 3,004,633

売上総利益 541,021 499,518

販売費及び一般管理費 477,545 513,527

営業利益又は営業損失（△） 63,476 △14,008

営業外収益

受取利息 49 133

受取配当金 2,667 2,593

為替差益 46,396 14,331

その他 14,759 8,554

営業外収益合計 63,872 25,613

営業外費用

支払利息 2,752 1,671

その他 1,531 981

営業外費用合計 4,283 2,652

経常利益 123,065 8,951

特別損失

固定資産除却損 52 －

特別損失合計 52 －

税金等調整前四半期純利益 123,012 8,951

法人税、住民税及び事業税 3,226 3,215

法人税等調整額 △5,308 △3,307

法人税等合計 △2,081 △91

少数株主損益調整前四半期純利益 125,094 9,043

四半期純利益 125,094 9,043



（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 125,094 9,043

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,224 △30,422

繰延ヘッジ損益 △15,743 691

その他の包括利益合計 △10,519 △29,730

四半期包括利益 114,574 △20,687

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 114,574 △20,687

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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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