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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 3,164 △1.3 63 ― 123 ― 125 ―
23年3月期第1四半期 3,205 △25.3 △56 ― △24 ― △94 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 114百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △149百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 20.34 ―
23年3月期第1四半期 △15.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 14,854 9,582 64.5
23年3月期 14,768 9,513 64.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,582百万円 23年3月期  9,513百万円

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

23年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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 12.6 125 ― 160 ― 153 ― 24.87
通期 15,000 14.5 250 ― 300 ― 286 ― 46.49



(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 

(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。 

4.  その他

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   ：  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） 24年3月期1Q 6,400,000 株 23年3月期 6,400,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 248,781 株 23年3月期 248,781 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,151,219 株 23年3月期1Q 6,287,098 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、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災による生産活

動の停滞、物流網の寸断等により大きな打撃を受けることとなりました。また、原発事故による電力供給不足が経

済活動全般に影響し、厳しい状況で推移いたしました。 

  このような状況の中、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、需要が回復基調には

至らず、震災による混乱により総じて低調に推移いたしました。 

 このような環境のもと、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は31億64百万円（前年同四半期比  

 1.3％減）となりましたが、原価低減・コスト削減等の収益基盤の強化に取り組んだ結果、営業利益は63百万円

（前年同四半期は営業損失56百万円）、経常利益は１億23百万円（前年同四半期は経常損失24百万円）、四半期純

利益は１億25百万円（前年同四半期は四半期純損失94百万円）となり、第１四半期連結累計期間においては減収増

益の結果となりました。  

  

（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 148億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ86百万円増加しまし

た。主な要因としましては、現金及び預金が７億52百万円、受取手形及び売掛金が１億76百万円それぞれ減少しま

したが、今後の需給バランスを見込んだ在庫調整のため、たな卸資産が11億18百万円増加したことによるもので

す。 

 負債の部は、52億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ17百万円増加しました。主な要因としましては、支

払手形及び買掛金は５億45百万円減少しましたが、たな卸資産の増加に対応し短期借入金が６億10百万円増加した

ことによるものです。 

 純資産の部は、95億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ68百万円増加しました。これにより、自己資本比

率は64.5％となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、当第１四半期連結累計期間の業績は概ね計画どおりに推移しま

したことから、平成23年５月11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 

  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（その他）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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,344,469 592,450

受取手形及び売掛金 4,910,372 4,733,935

商品及び製品 581,942 684,362

仕掛品 279,055 345,148

原材料及び貯蔵品 1,400,805 2,350,298

その他 100,015 42,714

貸倒引当金 △23,789 △22,910

流動資産合計 8,592,871 8,726,000

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,236,305 1,215,620

機械装置及び運搬具（純額） 454,907 440,333

土地 3,746,531 3,746,531

建設仮勘定 1,700 9,731

その他（純額） 12,596 10,871

有形固定資産合計 5,452,042 5,423,089

無形固定資産   

のれん 47,500 42,750

その他 93,710 85,580

無形固定資産合計 141,210 128,330

投資その他の資産   

投資有価証券 371,103 380,660

前払年金費用 126,464 113,453

その他 98,504 98,530

貸倒引当金 △13,900 △15,615

投資その他の資産合計 582,171 577,029

固定資産合計 6,175,425 6,128,449

資産合計 14,768,297 14,854,449



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,232,847 1,687,360

短期借入金 1,860,000 2,470,000

未払法人税等 18,178 5,534

繰延税金負債 12,148 1,332

賞与引当金 84,861 38,107

その他 379,334 401,398

流動負債合計 4,587,370 4,603,733

固定負債   

繰延税金負債 354,629 352,919

退職給付引当金 37,434 37,449

役員退職慰労引当金 263,300 266,120

その他 11,564 11,787

固定負債合計 666,928 668,276

負債合計 5,254,299 5,272,010

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 7,066,820 7,145,780

自己株式 △112,696 △112,696

株主資本合計 9,452,234 9,531,194

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44,440 49,665

繰延ヘッジ損益 17,323 1,579

その他の包括利益累計額合計 61,763 51,244

純資産合計 9,513,998 9,582,438

負債純資産合計 14,768,297 14,854,449



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 3,205,096 3,164,239

売上原価 2,717,988 2,623,217

売上総利益 487,108 541,021

販売費及び一般管理費 543,455 477,545

営業利益又は営業損失（△） △56,346 63,476

営業外収益   

受取利息 88 49

受取配当金 2,057 2,667

為替差益 25,996 46,396

その他 8,617 14,759

営業外収益合計 36,759 63,872

営業外費用   

支払利息 3,330 2,752

その他 1,526 1,531

営業外費用合計 4,856 4,283

経常利益又は経常損失（△） △24,443 123,065

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,272 －

特別利益合計 8,272 －

特別損失   

固定資産除却損 － 52

環境対策費 9,398 －

特別損失合計 9,398 52

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△25,568 123,012

法人税、住民税及び事業税 3,561 3,226

法人税等調整額 65,477 △5,308

法人税等合計 69,038 △2,081

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（△）

△94,607 125,094

四半期純利益又は四半期純損失（△） △94,607 125,094



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

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（△）

△94,607 125,094

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47,324 5,224

繰延ヘッジ損益 △7,475 △15,743

その他の包括利益合計 △54,799 △10,519

四半期包括利益 △149,407 114,574

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △149,407 114,574

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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