
  

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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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 ％ 

26年３月期第２四半期  8,583  8.8  △112  －  △123  －  △86  －

25年３月期第２四半期  7,889  △24.7  △361  －  △371  －  △258  －

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 △14百万円（ ％） －   25年３月期第２四半期 △335百万円 （ ％） －

  
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 

26年３月期第２四半期  △11.69  －

25年３月期第２四半期  △35.14  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

26年３月期第２四半期  17,266  6,526  37.8  885.42

25年３月期  17,010  6,577  38.7  892.33

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 6,526百万円   25年３月期 6,577百万円 

  
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 

25年３月期  － 0.00 － 5.00  5.00

26年３月期  － 0.00     

26年３月期（予想）     － 11.00  11.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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  20,000  17.4  350  －  325  －  220  －  29.85

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期２Ｑ 7,378,050株 25年３月期 7,378,050株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 7,094株 25年３月期 7,094株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 7,370,956株 25年３月期２Ｑ 7,371,057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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測

情報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、長期化した円高・株安基調が一服する一方、依然として雇

用・所得環境の低迷は続き、また、消費税率引き上げによる消費減退への懸念もあり、先行き不透明な状況で推移

しました。 

 当社グループが関連する建設業界におきましても、2020年の東京オリンピック開催決定に伴うインフラ整備等に

よる明るい材料は見られるものの、熾烈な受注獲得競争が続いており、利益確保に向け極めて厳しい環境が続いて

おります。 

 このような状況の下、当社グループの当第２四半期の連結業績につきましては、売上高は85億83百万円（前年 

同期比8.8％増）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、資材の 

高騰等による影響を受け、経常損失１億23百万円（前年同期は経常損失３億71百万円）、四半期純損失86百万円

（前年同期は四半期純損失２億58百万円）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。 

［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は堅調に推移したものの、耐震関連工事の売上減少によ 

り、売上高は29億98百万円（前年同期比6.5％減）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30億６百万円（前年同 

期比14.4％減）となりました。 

［建設事業］ 

 前期末にかけて受注を行った比較的大型な物件及び関東エリアを中心とした新規受注物件の進捗に伴う工事進行

基準に係る売上により、売上高は25億77百万円（前年同期比120.2％増）となりました。 

     

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四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２億56百万円増加し、172億66百万円 

となりました。これは主として有価証券の増加によるものであります。 

 また、負債につきましては、主として長期借入金の増加により、前連結会計年度末に比べ３億７百万円増加し、

107億40百万円となりました。 

 なお、純資産につきましては、利益剰余金の減少により、前連結会計年度末に比べ50百万円減少し、65億26百万

円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.9ポイント減少となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結予想につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更は

ありません。 

  

（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。   

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
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,495,919 2,029,818

受取手形及び完成工事未収入金等 5,510,145 5,368,174

有価証券 － 500,000

未成工事支出金 230,849 449,311

商品 924,944 867,893

繰延税金資産 150,600 190,704

その他 383,405 464,515

貸倒引当金 △1,239 △1,145

流動資産合計 9,694,624 9,869,272

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,514,738 1,502,336

機械装置及び運搬具（純額） 90,175 82,380

工具、器具及び備品（純額） 20,538 20,980

土地 4,230,438 4,230,438

リース資産（純額） 203,815 212,389

有形固定資産合計 6,059,706 6,048,526

無形固定資産   

その他 99,276 88,499

無形固定資産合計 99,276 88,499

投資その他の資産   

投資有価証券 921,570 1,033,152

その他 282,603 270,056

貸倒引当金 △91,317 △82,372

投資その他の資産合計 1,112,857 1,220,837

固定資産合計 7,271,840 7,357,862

繰延資産   

社債発行費 43,865 39,382

繰延資産合計 43,865 39,382

資産合計 17,010,330 17,266,517
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び工事未払金等 4,959,845 4,960,938

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,050,600 1,016,000

1年内償還予定の社債 550,000 570,000

未払法人税等 10,472 10,132

未成工事受入金及び前受金 127,287 215,704

賞与引当金 60,347 120,560

その他 399,795 379,483

流動負債合計 7,358,348 7,472,819

固定負債   

社債 1,440,000 1,245,000

長期借入金 1,315,000 1,656,000

繰延税金負債 9,671 49,490

退職給付引当金 119,712 120,315

その他 190,248 196,496

固定負債合計 3,074,632 3,267,302

負債合計 10,432,981 10,740,122

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 5,532,520 5,409,498

自己株式 △4,231 △4,231

株主資本合計 6,470,441 6,347,419

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106,908 178,976

その他の包括利益累計額合計 106,908 178,976

純資産合計 6,577,349 6,526,395

負債純資産合計 17,010,330 17,266,517
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高   

商品売上高 4,785,808 4,531,218

完成工事高 3,103,800 4,051,960

売上高合計 7,889,609 8,583,179

売上原価   

商品売上原価 3,472,787 3,470,239

完成工事原価 2,681,129 3,180,286

売上原価合計 6,153,917 6,650,525

売上総利益   

商品売上総利益 1,313,020 1,060,978

完成工事総利益 422,671 871,674

売上総利益合計 1,735,691 1,932,653

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 2,097,028 2,045,533

営業損失（△） △361,337 △112,879

営業外収益   

受取利息 630 227

受取配当金 12,115 12,760

仕入割引 407 648

受取家賃 10,971 17,850

技術提供収入 6,001 3,591

その他 7,949 7,721

営業外収益合計 38,077 42,799

営業外費用   

支払利息 26,467 24,103

支払手数料 12,420 18,021

その他 9,398 11,221

営業外費用合計 48,285 53,346

経常損失（△） △371,545 △123,427

特別利益   

固定資産売却益 － 543

特別利益合計 － 543

特別損失   

固定資産除却損 855 0

特別損失合計 855 0

税金等調整前四半期純損失（△） △372,400 △122,884

法人税、住民税及び事業税 2,533 3,081

法人税等調整額 △115,945 △39,798

法人税等合計 △113,411 △36,717

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △258,989 △86,167

四半期純損失（△） △258,989 △86,167
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △258,989 △86,167

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △74,965 72,068

繰延ヘッジ損益 △1,141 －

その他の包括利益合計 △76,107 72,068

四半期包括利益 △335,096 △14,099

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △335,096 △14,099

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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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