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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 4,889 55.7 △45 ― △32 ― 168 ―

23年3月期第1四半期 3,140 △2.9 △144 ― △190 ― △180 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 132百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △229百万円 （―％）

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 15.59 ―

23年3月期第1四半期 △16.63 ―

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 30,509 5,654 18.3
23年3月期 29,594 5,738 19.1

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,570百万円 23年3月期  5,648百万円

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 ― 20.00 20.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

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) 10,600 49.9 252 △13.4 120 △40.8 170 202.6 15.70
通期 22,600 29.2 1,050 45.2 850 36.8 518 71.5 47.83



(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
半期連結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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料
Ｐ．２「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 11,156,000 株 23年3月期 11,156,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 325,424 株 23年3月期 325,424 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,830,576 株 23年3月期1Q 10,830,742 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、東日本大震災の影響による直接的な被害に加えて、自動車関

連企業をはじめメーカー部門の減産による深刻な影響が出ましたが、サプライチェーンの急速な復旧などを背景に

緩やかに回復しつつあります。一方、米国の景気回復の遅れや欧州の財政危機等による円高の影響が続いており、

先行きの不透明感を払拭できない状況となりました。 

建設業界におきましても、東日本大震災の復興需要があるものの、政府による復興関連予算がいまだ決定してい

ないなか、国内景気の下振れリスクから民間設備投資は盛り上がりを欠き、公共投資予算縮小の影響が顕在化した

ことにより、建設市場の縮小傾向が続き、依然として厳しい環境で推移いたしました。 

このような状況の中で、当社グループは受注価格の改善を重要課題と位置付け、適正単価の確保に向けて営業努

力を行うとともに、全社的なコストダウンを強力に推進し、引続き収益力の向上に努めてまいりました。また、平

成23年４月に連結子会社である株式会社新建ナガキタが新建機材株式会社より事業を譲り受けたことにより、主に

北信越方面及び関東方面の営業基盤の拡充と当社グループのシェア拡大を進めてまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高が4,889,774千円（前年同四半期比55.7％増）、営

業損失が45,728千円（前年同四半期は営業損失144,260千円）、経常損失が32,800千円（前年同四半期は経常損失

190,748千円）となり、平成23年４月に事業譲り受けによる負ののれん発生益177,205千円を特別利益に計上したこ

と等により、四半期純利益が168,834千円（前年同四半期は四半期純損失180,151千円）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、30,509,275千円となり、前連結会計年度末と比べ914,451千円増加い

たしました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の増加227,373千円、商品及び製品の増加218,032千円、原材料

及び貯蔵品の増加174,262千円、賃貸資産の増加476,388千円等によるものであります。 

負債合計は、24,854,889千円となり、前連結会計年度末と比べ998,689千円増加いたしました。この主な要因

は、支払手形及び買掛金の増加529,642千円、短期借入金の増加350,085千円等によるものであります。 

純資産合計は、5,654,385千円となり、前連結会計年度末と比べ84,237千円減少いたしました。この主な要因

は、利益剰余金の減少47,776千円、その他有価証券評価差額金の減少31,227千円等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 

当第１四半期連結累計期間の業績は、概ね当初の予想どおりに推移いたしました。従いまして、現時点におい

て、平成23年５月13日発表の連結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
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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 3,340,824 3,115,036

受取手形及び売掛金 4,892,003 5,119,376

商品及び製品 1,382,181 1,600,214

仕掛品 213,033 225,037

原材料及び貯蔵品 342,636 516,899

繰延税金資産 142,858 202,349

その他 360,425 427,719

貸倒引当金 △277,860 △272,744

流動資産合計 10,396,103 10,933,889

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 24,282,183 25,060,833

減価償却累計額 △13,387,316 △13,689,578

賃貸資産（純額） 10,894,866 11,371,254

建物及び構築物 3,208,701 3,227,133

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,820,916 △1,867,816

建物及び構築物（純額） 1,387,785 1,359,316

機械装置及び運搬具 464,601 480,760

減価償却累計額 △365,242 △374,137

機械装置及び運搬具（純額） 99,359 106,622

土地 3,715,374 3,715,374

リース資産 632,602 671,427

減価償却累計額 △131,551 △169,535

リース資産（純額） 501,051 501,892

建設仮勘定 10,383 7,958

その他 448,973 453,810

減価償却累計額 △283,083 △288,010

その他（純額） 165,890 165,800

有形固定資産合計 16,774,709 17,228,220

無形固定資産   

借地権 395,858 395,858

のれん 94,796 89,168

リース資産 4,503 25,450

その他 323,436 356,212

無形固定資産合計 818,595 866,690
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（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 530,916 517,518

長期貸付金 4,754 3,173

差入保証金 383,945 393,112

会員権 77,149 77,149

繰延税金資産 96,954 83,822

その他 687,621 580,768

貸倒引当金 △175,926 △175,069

投資その他の資産合計 1,605,414 1,480,475

固定資産合計 19,198,719 19,575,386

資産合計 29,594,823 30,509,275

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,984,201 3,513,844

短期借入金 971,502 1,321,588

1年内償還予定の社債 1,026,400 1,026,400

1年内返済予定の長期借入金 4,152,101 4,191,294

リース債務 125,648 142,014

未払法人税等 227,621 83,828

繰延税金負債 172 4,261

賞与引当金 124,007 52,006

設備関係支払手形 92,349 114,414

その他 1,041,309 1,526,272

流動負債合計 10,745,315 11,975,926

固定負債   

社債 1,278,000 1,228,000

長期借入金 9,862,394 9,678,397

リース債務 345,508 362,741

繰延税金負債 173,543 152,608

退職給付引当金 395,323 443,112

役員退職慰労引当金 183,045 27,815

資産除去債務 12,146 12,220

その他 860,924 974,069

固定負債合計 13,110,885 12,878,963

負債合計 23,856,200 24,854,889
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（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 679,750 679,750

資本剰余金 717,750 717,750

利益剰余金 4,463,496 4,415,719

自己株式 △170,820 △170,820

株主資本合計 5,690,176 5,642,399

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △41,537 △72,764

繰延ヘッジ損益 △5,515 △4,538

為替換算調整勘定 5,309 5,861

その他の包括利益累計額合計 △41,743 △71,441

少数株主持分 90,189 83,427

純資産合計 5,738,623 5,654,385

負債純資産合計 29,594,823 30,509,275
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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 3,140,663 4,889,774

売上原価 2,023,410 3,437,523

売上総利益 1,117,253 1,452,250

販売費及び一般管理費 1,261,513 1,497,979

営業損失（△） △144,260 △45,728

営業外収益   

受取利息 699 1,507

受取配当金 1,018 1,307

受取賃貸料 9,628 13,526

負ののれん償却額 164 －

賃貸資産受入益 15,678 32,838

スクラップ売却収入 29,907 19,145

匿名組合投資利益 － 77,294

その他 13,669 30,547

営業外収益合計 70,767 176,167

営業外費用   

支払利息 59,395 66,034

支払手数料 11,647 10,916

社債発行費 13,039 －

保険解約損 － 47,077

その他 33,172 39,211

営業外費用合計 117,255 163,239

経常損失（△） △190,748 △32,800

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,609 －

賞与引当金戻入額 11,793 －

負ののれん発生益 － 177,205

特別利益合計 19,402 177,205

特別損失   

固定資産除却損 3,376 110

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 38,562 －

特別損失合計 41,939 110

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（△）

△213,284 144,295

法人税、住民税及び事業税 18,532 76,579

法人税等調整額 △41,063 △94,364

法人税等合計 △22,531 △17,785

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（△）

△190,753 162,080

少数株主損失（△） △10,601 △6,754

四半期純利益又は四半期純損失（△） △180,151 168,834
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△190,753 162,080

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △39,674 △31,235

繰延ヘッジ損益 430 977

為替換算調整勘定 － 551

その他の包括利益合計 △39,243 △29,706

四半期包括利益 △229,997 132,373

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △219,392 139,136

少数株主に係る四半期包括利益 △10,604 △6,762
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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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