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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） 

 

(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 ％

26年3月期第1四半期 2,312 5.8 △86 ― △73 ― △50 ―
25年3月期第1四半期 2,186 △3.5 △160 ― △143 ― △95 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △46百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △105百万円 （―％）

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 △3.49 ―
25年3月期第1四半期 △6.52 ―

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 14,638 5,764 39.4
25年3月期 15,711 5,840 37.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  5,764百万円 25年3月期  5,840百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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）

（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) 5,000 8.9 △170 ― △160 ― △120 ― △8.23
通期 13,000 7.7 200 60.6 210 29.4 100 19.8 6.86



(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 
 本資料に記載されている業績予想は、本資料の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、実際の業績につきましては、今後様々な要
因によって予想値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関しましては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「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 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1Q 15,321,000 株 25年3月期 15,321,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 733,866 株 25年3月期 734,666 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 14,586,534 株 25年3月期1Q 14,587,457 株
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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、海外経済の停滞や原材料価格の高騰などによる企

業収益への影響が懸念されるも、政府の推し進める経済、財政政策による円高の是正や株価の上昇を背

景として企業の景況感が好転し始めるなど、景気は確実に回復基調で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループ（当社および子会社）は、本年４月からの「事業部制」の導入

に伴い、各事業部における採算管理の徹底により売上の拡大と収益の改善を推進するとともに、生産の

効率化と原価の低減を図ってまいりました。また、関東以北を営業エリアとする東日本支店の組織再編

を行うとともに人員を増強するなど、地域の需要に対応した販売体制の強化も実施いたしました。 

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は23億12百万円（前年同期比5.8％増）、営業損失は86

百万円（同73百万円の改善）、経常損失は73百万円（同69百万円の改善）、四半期純損失は50百万円

（同44百万円の改善）となりました。 

セグメント別の状況は、次のとおりであります。 
  

（セグメント別売上高の状況） 

   
（土木資材事業） 

公共事業の増大に伴い、重圧管をはじめ、側溝などの道路用製品が好調に販売拡大したことによ

り、当セグメントの売上高は12億94百万円（前年同期比16.9％増）となりました。 
  

（景観資材事業） 

大型民間工事が低調に推移したことにより、主力のバリアフリータイプや保水・透水タイプの舗装

材が苦戦を強いられ、当セグメントの売上高は６億88百万円（前年同期比8.1％減）となりました。 
  

（エクステリア事業） 

主力製品である立水栓などのガーデン製品については、品揃えを図り拡販に注力した結果、前年を

上回るも、その他の関連製品が伸び悩んだことにより、当セグメントの売上高は３億28百万円（前年

同期比0.2％減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「事業部制」の導入による組織変更に伴い、従来の報告セグメント

である「土木事業」「都市環境事業」「エクステリア事業」を、それぞれ「土木資材事業」「景観資材

事業」「エクステリア事業」に名称変更しております。なお、報告セグメントとして開示する事業セグ

メントの範囲に変更はありません。 

  

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

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

金  額 構成比 金  額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％

土木資材事業 1,107 50.6 1,294 56.0

景観資材事業 749 34.3 688 29.8

エクステリア事業 329 15.1 328 14.2

合   計 2,186 100.0 2,312 100.0
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当第１四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て10億72百万円減少し、

146億38百万円となりました。これは主に、売上高に季節的変動があることで、売上債権の受取手形及

び売掛金が11億83百万円減少したものであります。  

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて９億96百万円減少し、88億

74百万円となりました。これは主に、売上高の季節的変動に伴い仕入債務の支払手形及び買掛金が７億

74百万円減少したものであります。  

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて75百万円減少し、57億64

百万円となりました。これは主に、四半期純損失の計上ならびに配当金の支払いにより利益剰余金が減

少したことによるものであります。 この結果、自己資本比率は39.4％となりました。 

  

本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき予想しました結果、平成25年４月26日に発表し

ました業績予想値に変更はありません。 

なお、実際の業績につきましては、今後様々な要因によって予想値と異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。 

  

  

（２）財政状態に関する説明

（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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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 908,916 855,076

受取手形及び売掛金 5,364,611 4,180,803

商品及び製品 1,035,424 1,165,080

仕掛品 72,134 77,919

未成工事支出金 31,289 12,649

原材料及び貯蔵品 195,650 203,031

繰延税金資産 21,459 51,118

その他 45,927 53,710

貸倒引当金 △11,247 △8,868

流動資産合計 7,664,167 6,590,520

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,431,037 1,415,857

土地 4,924,215 4,924,215

その他（純額） 909,586 919,298

有形固定資産合計 7,264,839 7,259,370

無形固定資産 177,339 180,917

投資その他の資産

投資有価証券 401,438 408,493

繰延税金資産 109,514 106,100

その他 125,518 124,021

貸倒引当金 △31,780 △30,509

投資その他の資産合計 604,692 608,105

固定資産合計 8,046,871 8,048,393

資産合計 15,711,038 14,638,914

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,153,255 2,378,450

短期借入金 4,901,528 4,874,598

未払法人税等 66,487 8,804

未払消費税等 62,686 13,952

未払費用 115,657 166,771

賞与引当金 38,944 43,449

その他 388,291 289,851

流動負債合計 8,726,852 7,775,877

固定負債

長期借入金 680,135 647,063

退職給付引当金 246,912 245,011

その他 217,121 206,211

固定負債合計 1,144,168 1,098,285

負債合計 9,871,021 8,874,163
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,019,800 2,019,800

資本剰余金 2,016,586 2,016,609

利益剰余金 1,801,428 1,721,419

自己株式 △73,862 △73,782

株主資本合計 5,763,952 5,684,046

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 76,064 80,704

その他の包括利益累計額合計 76,064 80,704

純資産合計 5,840,017 5,764,750

負債純資産合計 15,711,038 14,638,914
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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 2,186,154 2,312,434

売上原価 1,872,105 1,961,233

売上総利益 314,048 351,201

販売費及び一般管理費 474,280 437,924

営業損失（△） △160,232 △86,723

営業外収益

受取配当金 4,977 5,499

受取賃貸料 4,975 4,930

工業所有権実施許諾料 11,544 9,212

雑収入 11,359 7,745

営業外収益合計 32,857 27,387

営業外費用

支払利息 11,830 9,730

賃貸費用 2,266 2,197

雑損失 1,846 2,231

営業外費用合計 15,944 14,159

経常損失（△） △143,318 △73,494

税金等調整前四半期純損失（△） △143,318 △73,494

法人税、住民税及び事業税 8,308 6,001

法人税等調整額 △56,446 △28,659

法人税等合計 △48,137 △22,657

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △95,180 △50,837

四半期純損失（△） △95,180 △50,837
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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（△） △95,180 △50,837

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10,586 4,639

その他の包括利益合計 △10,586 4,639

四半期包括利益 △105,767 △46,197

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △105,767 △46,197

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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