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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 4,393 △10.0 △186 ― △127 ― △165 ―

23年3月期第1四半期 4,880 6.3 △41 ― △91 ― △142 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △70百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △217百万円 （―％）

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 △3.95 ―

23年3月期第1四半期 △3.41 ―

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

24年3月期第1四半期 33,271 22,921 68.9 546.21
23年3月期 32,858 23,117 70.4 550.87

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  22,921百万円 23年3月期  23,117百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

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) 11,500 △3.9 220 △52.6 350 △34.6 200 11.0 4.77
通期 24,000 0.8 450 △4.4 750 △7.7 400 △13.3 9.53



(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いません。 

※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条件等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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 42,197,397 株 23年3月期 42,197,397 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 232,047 株 23年3月期 231,473 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 41,965,642 株 23年3月期1Q 41,972,571 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

第１四半期のわが国経済は、東日本大震災の影響により、生産や輸出が大幅に減少し、また国内民間需要も供給

制約の影響やマインドの悪化を受けて総じて弱い動きで推移しました。 

このような状況の中、当社グループに関係の深い建設関連業界は、従来にも増し、民間設備投資及び公共投資が

低調に推移し、特にコンクリート関連需要が冷え込み、厳しい経営環境が続いております。 

こうした環境のもと、当社グループの当第１四半期の業績は、売上高が季節的に偏る傾向があり、連結売上高は

43億93百万円（前年同期比10.0％減）、損益面では連結営業損失1億86百万円、連結経常損失1億27百万円、連結四

半期純損失1億65百万となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は332億71百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億12百万円の増加となりまし

た。 

流動資産は、197億80百万円となり、５億49百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の９億36百万

円増加、受取手形及び売掛金の15億77百万円減少、たな卸資産の10億31百万円増加等です。固定資産は、134億91

百万円となり、１億36百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の１億40百万円減少、有形固定資産の

30百万円減少によるものであります。 

負債は、103億49百万円となり、６億９百万円増加いたしました。主な要因は、賞与引当金の２億9百万円減少、

未払金の５億80百万円増加、その他の３億39百万円増加によるものであります。 

純資産は、229億21百万円となり、１億96百万円減少いたしました。主な要因は、配当金の支払によるもので

す。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の70.4％から68.9％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月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

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



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 6,295 7,231

受取手形及び売掛金 8,802 7,224

有価証券 348 249

商品及び製品 765 819

仕掛品 1,567 2,420

原材料及び貯蔵品 638 762

繰延税金資産 188 315

その他 638 763

貸倒引当金 △13 △7

流動資産合計 19,231 19,780

固定資産   

有形固定資産 3,720 3,690

無形固定資産   

のれん 19 16

その他 151 139

無形固定資産合計 170 156

投資その他の資産   

投資有価証券 5,050 4,910

出資金 2,071 2,137

長期貸付金 15 14

繰延税金資産 1,482 1,457

その他 1,313 1,315

貸倒引当金 △196 △191

投資その他の資産合計 9,736 9,644

固定資産合計 13,627 13,491

資産合計 32,858 33,271



（単位：百万円）

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 2,011 1,987

短期借入金 2,820 2,867

未払法人税等 116 36

未払金 1,077 1,657

繰延税金負債 0 0

賞与引当金 282 73

役員賞与引当金 5 1

受注損失引当金 － 17

その他 681 1,074

流動負債合計 6,995 7,715

固定負債   

長期借入金 90 43

退職給付引当金 2,070 2,071

役員退職慰労引当金 121 114

長期リース資産減損勘定 11 8

その他 451 397

固定負債合計 2,745 2,634

負債合計 9,740 10,349

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,197 9,197

資本剰余金 7,808 7,808

利益剰余金 6,394 6,103

自己株式 △68 △68

株主資本合計 23,332 23,040

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 204 193

為替換算調整勘定 △419 △312

その他の包括利益累計額合計 △214 △118

少数株主持分 － －

純資産合計 23,117 22,921

負債純資産合計 32,858 33,271



（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：百万円）

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 4,880 4,393

売上原価 3,527 3,254

売上総利益 1,352 1,138

販売費及び一般管理費 1,394 1,325

営業利益 △41 △186

営業外収益   

受取利息 20 14

受取配当金 35 31

持分法による投資利益 24 11

為替差益 － 2

その他 37 33

営業外収益合計 117 93

営業外費用   

支払利息 11 10

為替差損 153 －

損害賠償金 － 13

その他 2 10

営業外費用合計 167 34

経常利益 △91 △127

特別利益   

投資有価証券売却益 47 0

特別利益合計 47 0

特別損失   

投資有価証券評価損 － 125

特別損失合計 － 125

税金等調整前四半期純利益 △43 △252

法人税、住民税及び事業税 98 8

法人税等調整額 0 △95

法人税等合計 99 △86

少数株主損益調整前四半期純利益 △142 △165

少数株主利益 － －

四半期純利益 △142 △165



（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：百万円）

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 △142 △165

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △136 △10

為替換算調整勘定 62 106

その他の包括利益合計 △74 95

四半期包括利益 △217 △70

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △217 △70



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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