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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 6,834 8.4 △9 ― 58 ― 52 ―
23年3月期第2四半期 6,304 △24.3 △308 ― △250 ― △403 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 23百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △465百万円 （―％）

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2四半期 8.60 ―
23年3月期第2四半期 △64.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 14,453 9,491 65.7
23年3月期 14,768 9,513 64.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  9,491百万円 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 ― 7.50
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 13,500 3.0 30 ― 110 ― 90 ― 14.63



(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す。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今
後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想のご利用に当っては、（添付資料）Ｐ２「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2Q 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2Q 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2Q 6,151,219 株 23年3月期2Q 6,287,063 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響により、生産及び輸出が大幅に落ち込ん

だ後、サプライチェーンの回復に伴い持ち直しの動きが見られたものの、設備投資や個人消費の回復の動きは鈍

く、厳しい状況で推移しました。  

 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も、建設投資は民間・公共投資とも低調に留ま

るなど、厳しい経営環境となりました。 

    このような環境のもと、当社グループは製品販売価格の適正化による収益性の向上を図るとともに、当社の強み

   を 大限生かした製品の開発と拡販に努め、また全社を挙げての原価低減と経費節減に取り組んだことにより、当

   社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は68億34百万円（前年同四半期比 8.4％増）、営業損失は９百万

   円（前年同四半期比97.1％減）、経常利益は58百万円（前年同四半期は経常損失２億50百万円）、四半期純利益は

   52百万円（前年同四半期は四半期純損失４億３百万円）となりました。 

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、 144億53百万円となり、前連結会計年度末比３億14百万円減少しまし

た。主な要因としましては、受取手形及び売掛金が１億53百万円、たな卸資産が４億30百万円それぞれ増加してお

りますが、現金及び預金が７億54百万円減少したことによるものです。 

 負債の部は、49億62百万円となり、前連結会計年度末比２億92百万円減少しました。主な要因としましては、支

払手形及び買掛金が３億55百万円減少したことによるものです。 

 純資産の部は、94億91百万円となり、前連結会計年度末比22百万円減少しました。これにより、自己資本比率は

65.7％となりました。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、５億89百万円となり、前年同四半期に比べ１

億23百万円の減少となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、６億72百万円の支出（前年同四

半期比５億93百万円の増加）となりました。 

  主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益50百万円（前年同四半期は税金等調整前四半期純損失２億76

百万円）を計上しましたが、売上債権・たな卸資産が５億84百万円増加及び仕入債務が３億55百万円減少したこと

によるものです。 

 当第２四半期連結累計期間における「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、35百万円の支出（前年同四半期

比６百万円の増加）となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による支出が31百万円によるもの

です。 

 当第２四半期連結累計期間における「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、46百万円の支出（前年同四半期

は１億42百万円の獲得）となりました。主な要因としましては、配当金の支払によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、海外経済の下振れ及び円高に加え、電力供給の制約や原子力災害の影響等の要因

により景気が下押しされる懸念があるなか、災害復旧や建物の耐震化等、復興需要の増加は期待できるものの、復

興計画の予算組み及び実施には時間を要しており、国内建設需要の先行きは不透明な状況にあります。 

 当社グループといたしましては、このような環境のもと、より一層の販売増強、販路拡大とコスト削減の実施に

よる収益の確保に努めてまいります。 

 連結業績予想につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

   

（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,344,469 589,546

受取手形及び売掛金 4,910,372 5,064,217

商品及び製品 581,942 647,236

仕掛品 279,055 311,012

原材料及び貯蔵品 1,400,805 1,734,144

その他 100,015 21,983

貸倒引当金 △23,789 △7,863

流動資産合計 8,592,871 8,360,278

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,236,305 1,193,239

機械装置及び運搬具（純額） 454,907 455,001

土地 3,746,531 3,746,531

建設仮勘定 1,700 20,678

その他（純額） 12,596 17,485

有形固定資産合計 5,452,042 5,432,936

無形固定資産   

のれん 47,500 38,000

その他 93,710 78,629

無形固定資産合計 141,210 116,629

投資その他の資産   

投資有価証券 371,103 356,348

前払年金費用 126,464 106,372

その他 98,504 103,681

貸倒引当金 △13,900 △22,414

投資その他の資産合計 582,171 543,988

固定資産合計 6,175,425 6,093,554

資産合計 14,768,297 14,453,832



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,232,847 1,877,737

短期借入金 1,860,000 1,860,000

未払法人税等 18,178 11,134

繰延税金負債 12,148 91

賞与引当金 84,861 85,601

その他 379,334 468,179

流動負債合計 4,587,370 4,302,745

固定負債   

繰延税金負債 354,629 339,668

退職給付引当金 37,434 39,099

役員退職慰労引当金 263,300 268,940

その他 11,564 11,770

固定負債合計 666,928 659,478

負債合計 5,254,299 4,962,224

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 7,073,567

自己株式 △112,696 △112,696

株主資本合計 9,452,234 9,458,981

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 34,549

繰延ヘッジ損益 17,323 △1,922

その他の包括利益累計額合計 61,763 32,627

純資産合計 9,513,998 9,491,608

負債純資産合計 14,768,297 14,453,832



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 6,304,672 6,834,300

売上原価 5,544,387 5,862,181

売上総利益 760,285 972,119

販売費及び一般管理費 1,069,049 981,122

営業損失（△） △308,764 △9,003

営業外収益   

受取利息 129 83

受取配当金 2,478 3,111

受取賃貸料 3,753 4,115

為替差益 48,452 53,233

その他 12,209 16,003

営業外収益合計 67,022 76,547

営業外費用   

支払利息 7,084 6,153

その他 1,961 2,889

営業外費用合計 9,045 9,043

経常利益又は経常損失（△） △250,786 58,501

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,947 －

特別利益合計 9,947 －

特別損失   

固定資産除却損 195 184

特別退職金 25,633 7,328

環境対策費 9,398 －

特別損失合計 35,227 7,512

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（△）

△276,066 50,988

法人税、住民税及び事業税 7,124 6,454

法人税等調整額 119,880 △8,347

法人税等合計 127,005 △1,892

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（△）

△403,072 52,881

四半期純利益又は四半期純損失（△） △403,072 52,881



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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（△）

△403,072 52,881

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △58,370 △9,891

繰延ヘッジ損益 △4,029 △19,245

その他の包括利益合計 △62,400 △29,136

四半期包括利益 △465,472 23,744

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △465,472 23,744

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

△276,066 50,988

減価償却費 198,095 129,345

のれん償却額 9,500 9,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,574 △7,412

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,569 740

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,027 1,665

前払年金費用の増減額（△は増加） 11,023 20,091

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,880 5,640

受取利息及び受取配当金 △2,607 △3,194

支払利息 7,084 6,153

固定資産除却損 195 184

売上債権の増減額（△は増加） 583,386 △153,844

たな卸資産の増減額（△は増加） △637,511 △430,589

仕入債務の増減額（△は減少） 164,300 △355,110

その他 △175,710 68,910

小計 △138,047 △656,932

利息及び配当金の受取額 2,612 3,228

利息の支払額 △7,054 △6,213

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 63,448 △12,780

営業活動によるキャッシュ・フロー △79,040 △672,697

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △23,084 △31,651

有形固定資産の除却による支出 △10 △18

無形固定資産の取得による支出 △4,382 △2,079

投資有価証券の取得による支出 △2,008 △2,071

投資有価証券の売却による収入 250 150

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,235 △35,669

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 190,000 －

自己株式の取得による支出 △35 －

配当金の支払額 △47,192 △46,555

財務活動によるキャッシュ・フロー 142,771 △46,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34,495 △754,922

現金及び現金同等物の期首残高 678,074 1,344,469

現金及び現金同等物の四半期末残高 712,570 589,546



 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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