
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年7月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本興業株式会社 上場取引所 大 

コード番号 5279 URL http://www.nihon-kogyo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 森脇 昭史

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員総務部長 （氏名） 山口 芳美 TEL 087-894-8130
四半期報告書提出予定日 平成23年8月9日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 2,265 △7.6 △179 ― △160 ― △99 ―

23年3月期第1四半期 2,453 △26.6 △135 ― △117 ― △73 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △100百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △68百万円 （―％）

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 △6.82 ―

23年3月期第1四半期 △5.00 ―

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 15,506 5,572 35.9
23年3月期 16,955 5,731 33.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,572百万円 23年3月期  5,731百万円

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 ― 0.00 ― 4.00 4.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

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) 5,240 1.2 △140 ― △140 ― △120 ― △8.23

通期 13,900 0.9 360 11.9 380 4.1 230 △40.1 15.77



(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 
 上記業績予想は、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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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 15,321,000 株 23年3月期 15,321,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 732,741 株 23年3月期 732,270 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 14,588,612 株 23年3月期1Q 14,591,442 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、東日本大震災により大きな打撃を受けた国内経済

に一部回復の兆しが見られるものの、原発問題に端を発した電力供給不足や農畜産物などへの放射能の

影響、および急激な円高や原油価格高騰への懸念などを背景に、先行きは不透明な状況で推移いたしま

した。 

このような状況のもと、当社グループは、採算重視の営業展開を継続的に進めるとともに、全社的な

経費削減に取組み、原価の低減や販売費及び一般管理費の削減を図ってまいりました。 

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は22億65百万円（前年同期比7.6％減）、営業損失は１

億79百万円（同44百万円増）、経常損失は１億60百万円（同43百万円増）、四半期純損失は99百万円

（同26百万円増）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） 

   
（都市環境事業） 

主要な売上を占める舗装材は、社会ニーズに対応したバリアフリータイプ、環境負荷の軽減に繋が

る保水・透水タイプの製品群が堅調に推移したものの、工事発注が減少したことなどにより、当セグ

メントの売上高は６億73百万円（前年同期比9.0％減）となりました。 
  

（エクステリア事業） 

リニューアル製品を上市いたしましたが、新設住宅着工戸数は回復傾向にあるものの引き続き低調

に推移していることから、当セグメントの売上高は３億16百万円（前年同期比15.5％減）となりまし

た。 
  

（土木事業） 

国や地方による公共投資の縮減や予算執行の留保に加え、民間工事の遅延なども影響し、当セグメ

ントの売上高は12億75百万円（前年同期比4.7％減）となりました。 

  

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14億48百万円減少し、

155億6百万円となりました。これは主に、売上高に季節的変動があることで、売上高が減少したことに

より、受取手形及び売掛金が16億74百万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負債は、前連結会計年度末に比べて12億89百万円減少し、99億

34百万円となりました。これは主に、売上高の季節的変動に伴い仕入が減少したことにより、支払手形

及び買掛金が９億52百万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１億59百万円減少し、55

億72百万円となりました。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35.9％となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

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 ％

都市環境事業 740 30.2 673 29.7

エクステリア事業 374 15.2 316 14.0

土 木 事 業 1,338 54.6 1,275 56.3

合   計 2,453 100.0 2,265 100.0

（２）連結財政状態に関する定性的情報

日本興業㈱（5279）平成24年３月期　第１四半期決算短信

─　2　─



  

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23年５月２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。 

  

（３）連結業績予想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

（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 984,438 896,218

受取手形及び売掛金 6,213,362 4,538,860

商品及び製品 1,182,464 1,423,860

仕掛品 89,470 98,970

未成工事支出金 39,100 44,416

原材料及び貯蔵品 206,632 198,040

繰延税金資産 36,731 96,088

その他 56,134 66,699

貸倒引当金 △30,095 △22,071

流動資産合計 8,778,238 7,341,083

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,640,650 1,614,750

土地 4,927,968 4,927,968

その他（純額） 844,816 862,345

有形固定資産合計 7,413,436 7,405,065

無形固定資産 211,001 207,949

投資その他の資産

投資有価証券 309,684 307,107

繰延税金資産 126,526 130,636

その他 177,516 169,934

貸倒引当金 △61,097 △55,024

投資その他の資産合計 552,629 552,654

固定資産合計 8,177,067 8,165,668

資産合計 16,955,306 15,506,751

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,544,697 2,591,906

短期借入金 6,205,800 5,965,750

未払法人税等 120,287 9,371

未払消費税等 52,612 7,936

未払費用 98,023 168,657

賞与引当金 57,641 37,756

その他 347,069 329,560

流動負債合計 10,426,131 9,110,939

固定負債

長期借入金 400,000 400,000

退職給付引当金 193,641 201,174

その他 203,909 222,398

固定負債合計 797,551 823,572

負債合計 11,223,683 9,934,511

日本興業㈱（5279）平成24年３月期　第１四半期決算短信

─　4　─



（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)

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 2,016,586

利益剰余金 1,753,535 1,595,752

自己株式 △73,586 △73,644

株主資本合計 5,716,336 5,558,494

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15,287 13,745

その他の包括利益累計額合計 15,287 13,745

純資産合計 5,731,623 5,572,240

負債純資産合計 16,955,306 15,506,751
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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 2,453,154 2,265,777

売上原価 2,050,786 1,928,055

売上総利益 402,367 337,722

販売費及び一般管理費 538,014 517,512

営業損失（△） △135,646 △179,790

営業外収益

受取利息 40 26

受取配当金 6,177 5,221

受取賃貸料 5,121 4,501

工業所有権実施許諾料 16,507 9,246

貸倒引当金戻入額 － 7,635

雑収入 11,307 10,261

営業外収益合計 39,154 36,893

営業外費用

支払利息 17,420 13,434

賃貸費用 1,975 2,385

雑損失 1,357 2,007

営業外費用合計 20,754 17,827

経常損失（△） △117,246 △160,724

特別損失

固定資産除却損 3,706 －

投資有価証券評価損 21,056 －

特別損失合計 24,763 －

税金等調整前四半期純損失（△） △142,009 △160,724

法人税、住民税及び事業税 5,883 5,549

法人税等調整額 △74,878 △66,845

法人税等合計 △68,994 △61,296

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △73,014 △99,428

四半期純損失（△） △73,014 △99,428
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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損失（△） △73,014 △99,428

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,262 △1,541

その他の包括利益合計 4,262 △1,541

四半期包括利益 △68,751 △100,969

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △68,751 △100,969

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）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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