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１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）
（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１四半期 6,721 5.7 △248 ― △271 ― △284 ―
25年３月期第１四半期 6,362 2.3 △48 ― △103 ― △184 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 △288百万円(―％) 25年３月期第１四半期 △202百万円(―％)

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１四半期 △20. 12 ―
25年３月期第１四半期 △13. 32 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 32,285 9,092 28.2
25年３月期 32,250 9,451 29.3

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 9,092百万円 25年３月期 9,451百万円

２．配当の状況

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 ―

26年３月期(予想) 0. 00 ― 5. 00 5. 00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 14,287 6.9 67 △3.5 △23 ― △48 ― △3. 42
通期 29,815 6.6 560 33.9 371 83.7 200 ― 14. 20



  

 
  

 
  

 
  

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ます。 

  

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３ページ「１．当四半期決算

に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

    (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（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
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

①  期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 14,120,000株 25年３月期 14,120,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ ―株 25年３月期 ―株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 14,120,000株 25年３月期１Ｑ 13,882,566株

※  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
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、安倍内閣による新政権の下、デフレ脱却に向けた

大胆な金融緩和策や経済政策を背景として、円安・株高が進行し、また、アベノミクスへの期待などか

ら消費者マインドが大きく改善し、個人消費は底堅く推移しております。しかしながら、欧州の債務問

題や中国の経済減速不安などにより、国内景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

住宅市場におきましては、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の発生などにより、平成25年度第１四

半期連結累計期間における新設住宅着工戸数は241千戸（前年同四半期比11.8％増）と増加傾向にあり

ます。 

石膏ボード業界におきましても、平成25年度第１四半期連結累計期間における製品出荷数量が118百

万㎡（前年同四半期比7.3％増）と堅調に推移しております。 

当グループにおきましては、石膏ボードを中心にケイ酸カルシウム板、鋼製下地材等の拡販に取組

み、更なる業務効率のアップ、コスト削減を進めるなど、収益の確保に全力で努めております。なお、

例年第１四半期は他の四半期と比べ製品の出荷数量が少なく、売上高が低くなる傾向があり、費用面で

は、工場設備のメンテナンス費用が第１四半期に偏重して発生しております。 

この結果、当グループの当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高は67億21百万円（前年同

四半期比5.7％増）となりました。メンテナンス費用、減価償却費の負担等により営業損失は２億48百

万円（前年同四半期は営業損失48百万円）、支払利息等の計上などにより経常損失は２億71百万円（前

年同四半期は経常損失１億３百万円）、四半期純損失は２億84百万円（前年同四半期は四半期純損失１

億84百万円）となりました。 

当グループは、単一セグメントであり、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないためセ

グメント情報の記載を省略しております。 

  

資産合計は、322億85百万円（前連結会計年度末比34百万円増）となりました。 

流動資産の減少（前連結会計年度末比３億37百万円減）は、受取手形及び売掛金の減少（前連結会計

年度末比２億59百万円減）、商品及び製品の減少（前連結会計年度末比17百万円減）が主な要因であり

ます。 

固定資産の増加（前連結会計年度末比３億73百万円増）は、機械装置及び運搬具の増加（前連結会計

年度末比２億84百万円増）が主な要因であります。 

  

負債合計は、231億93百万円（前連結会計年度末比３億93百万円増）となりました。 

流動負債の増加（前連結会計年度末比３億28百万円増）は、支払手形及び買掛金の増加（前連結会計

年度末比１億54百万円増）、賞与引当金の増加（前連結会計年度末比１億15百万円増）が主な要因であ

ります。 

固定負債の増加（前連結会計年度末比64百万円増）は、長期借入金の増加（前連結会計年度末比67百

万円増）が主な要因であります。 

  

純資産合計は、90億92百万円（前連結会計年度末比３億59百万円減）となりました。 

これは、配当金支払、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少（前連結会計年度末比３億54百万

円減）が主な要因であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

 ① 財政状態の分析

（資産）

（負債）

（純資産）
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平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月17日の決算発表時に公表いたしました

連結業務予想を変更しておりません。 

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在入手し

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、実際の業績等はさまざまな要因に

よって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表 
（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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,608,172 1,605,613

受取手形及び売掛金 5,449,711 5,190,440

商品及び製品 1,154,847 1,137,263

仕掛品 113,104 112,795

原材料及び貯蔵品 984,887 975,368

その他 803,843 798,599

貸倒引当金 △63,225 △105,861

流動資産合計 10,051,341 9,714,218

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,858,596 4,813,336

機械装置及び運搬具（純額） 3,938,699 4,222,909

土地 9,545,871 9,545,871

その他（純額） 317,500 445,094

有形固定資産合計 18,660,668 19,027,212

無形固定資産 441,990 438,055

投資その他の資産   

投資有価証券 1,076,635 1,100,926

その他 2,037,539 2,024,097

貸倒引当金 △28,121 △28,185

投資その他の資産合計 3,086,054 3,096,838

固定資産合計 22,188,713 22,562,106

繰延資産 10,860 8,979

資産合計 32,250,915 32,285,304
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,295,975 4,450,077

短期借入金 8,745,904 8,700,828

未払法人税等 94,006 30,902

賞与引当金 223,489 339,009

その他 3,797,148 3,964,447

流動負債合計 17,156,525 17,485,266

固定負債   

社債 400,000 360,000

長期借入金 3,129,011 3,196,512

退職給付引当金 1,010,634 1,029,868

役員退職慰労引当金 140,270 141,457

資産除去債務 121,902 122,551

負ののれん 11,597 11,268

関係会社損失引当金 14,000 14,000

その他 815,532 832,280

固定負債合計 5,642,948 5,707,939

負債合計 22,799,474 23,193,205

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,743,200 3,743,200

資本剰余金 4,547,585 4,547,585

利益剰余金 1,021,054 666,326

株主資本合計 9,311,839 8,957,111

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 139,601 134,987

その他の包括利益累計額合計 139,601 134,987

純資産合計 9,451,440 9,092,098

負債純資産合計 32,250,915 32,285,304
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 6,362,053 6,721,718

売上原価 4,174,755 4,534,418

売上総利益 2,187,298 2,187,299

販売費及び一般管理費 2,235,742 2,435,591

営業損失（△） △48,444 △248,292

営業外収益   

受取利息 2,616 3,812

受取配当金 6,654 13,155

受取賃貸料 9,393 13,698

その他 15,007 13,714

営業外収益合計 33,672 44,381

営業外費用   

支払利息 38,268 38,094

その他 50,016 29,718

営業外費用合計 88,284 67,813

経常損失（△） △103,056 △271,724

特別利益   

固定資産売却益 2,506 4,634

特別利益合計 2,506 4,634

特別損失   

固定資産売却損 243 106

固定資産除却損 1,499 290

特別損失合計 1,742 396

税金等調整前四半期純損失（△） △102,291 △267,487

法人税等 82,639 16,640

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △184,931 △284,128

四半期純損失（△） △184,931 △284,128
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 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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △184,931 △284,128

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,911 △4,613

その他の包括利益合計 △17,911 △4,613

四半期包括利益 △202,842 △288,742

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △202,842 △288,742
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当グループの事業は、石膏ボードを中心とする建築内装材料の製造、販売を主に、これらに付帯する

一切の事業を行っている単一事業であります。 

したがいまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

（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）

（セグメント情報等）
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