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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 2,122 0.8 54 731.1 △45 ― △88 ―
23年3月期第1四半期 2,105 △23.6 6 ― △63 ― △85 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △86百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △115百万円 （―％）

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 △0.20 ―
23年3月期第1四半期 △0.19 ―

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 14,965 7,076 27.8
23年3月期 15,342 7,195 27.7
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  4,153百万円 23年3月期  4,254百万円

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 ― ― ― 0.05 0.05
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 0.05 0.05

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  ：  有  
 第２四半期累計期間の見通しについては、最近の経済環境が不透明であり、かつ、当社連結各社の業績が期末日近くの数ヶ月に集中することが多いことか
ら、現時点では見通しを作成しておりません。同期間については、見通しが得られ次第ご報告いたします。 

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 11,500 3.4 700 6.3 600 2.7 100 ― 0.22

        



(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビューが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。 
２．第２四半期累計期間の見通しについては、最近の経済環境が不透明であり、かつ、当社連結各社の業績が期末日近くの数ヶ月に集中することが多いことか
ら、現時点では見通しを作成しておりません。同期間については、見通しが得られ次第ご報告いたします。 

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 450,993,208 株 23年3月期 450,993,208 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 838,811 株 23年3月期 837,611 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 450,154,594 株 23年3月期1Q 450,160,687 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のわが国経済は、東日本大震災により発生した、製品・部材等の供給制約が解消し、

生産・輸出の増加、消費の回復の兆しなど、景気は持ち直しつつあります。 

しかしながら、電力不足、円高、世界景気の減速懸念など、今後も回復基調が持続するかは不透明な状況にあり

ます。 

かかる情勢の下での当グループの経営成績は、売上高は、2,122百万円と前年同四半期に比べ16百万円（0.8％）

増加しました。また営業利益は、54百万円と前年同四半期に比べ48百万円（731.1%)の増加となり第１四半期とし

ては順調なスタートとなりました。経常損失は、45百万円(前年同四半期経常損失63百万円)、四半期純損失は、88

百万円(前年同四半期純損失85百万円)となりましたが、これは主に持分法適用関連会社の損失によるものです。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①製造供給事業 

売上高は764百万円と前年同四半期に比べ62百万円（8.9%）増加しましたが、セグメント損失は、18百万円（前

年同四半期セグメント利益7百万円）となりました。 

売上高は、製造供給事業の内、機械機器、筐体等で89百万円の増加となりましたが、各種容器、プリント基板で

26百万円の減少となりました。また、セグメント利益は、機械機器で30百万円の増加となりましたが、筐体、各種

容器、プリント基板等で56百万円の減少となりました。 

  

②住宅関連事業 

売上高は1,344百万円と前年同四半期に比べ19百万円（1.5%）増加し、セグメント利益も、73百万円と前年同四

半期に比べ55百万円の増加となりました。 

売上高は、住宅12百万円、不動産7百万円の増加、セグメント利益は住宅39百万円、不動産16百万円の増加と、

共に順調に推移しました。 

  

③投資・流通サービス事業 

売上高は93百万円と前年同四半期に比べ0.8百万円（△0.9%）減少しましたが、セグメント利益は、24百万円と

前年同四半期に比べ18百万円の増加となり、今後も順調に推移すると予想されます。 

  

（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、前連結会計年度末に比べ376百万円減少し、14,965百万円となりまし

た。主な要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、立替金が減少したことなどによります。 

また、負債は、前連結会計年度末に比べ、257百万円減少し、7,889百万円となりました。主な要因は、社債が減

少したことなどによります。 

この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ119百万円減少し、7,076百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

（注）１ 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。 

２ 第２四半期累計期間の見通しについては、最近の経済環境が不透明であり、かつ、当社連結各社の業績

が期末日近くの数ヶ月に集中することが多いことから、現時点では見通しを作成しておりません。同期間

については、見通しが得られ次第、ご報告いたします。 

  

（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。 

  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

第２四半期 

連結累計期間 
－ － － － 

通   期 11,500百万円 700百万円 600百万円 100百万円

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 1,185,792 1,069,379

受取手形及び売掛金 1,313,022 1,201,395

たな卸資産 3,379,718 3,366,926

短期貸付金 111,548 194,046

立替金 879,914 710,836

繰延税金資産 46,047 67,422

その他 453,914 466,770

貸倒引当金 △64,211 △33,829

流動資産合計 7,305,748 7,042,949

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,267,515 2,269,470

機械装置及び運搬具 517,808 525,360

土地 3,581,283 3,591,033

建設仮勘定 69,693 69,693

その他 116,708 116,708

減価償却累計額 △1,737,469 △1,778,839

減損損失累計額 △230,537 △230,537

有形固定資産合計 4,585,002 4,562,890

無形固定資産   

借地権 317,020 317,020

のれん 635,464 612,919

その他 26,457 26,280

無形固定資産合計 978,942 956,219

投資その他の資産   

投資有価証券 76,361 79,169

関係会社株式 1,918,131 1,828,911

長期貸付金 51,433 60,180

差入保証金 321,782 322,095

繰延税金資産 2,346 10,277

その他 138,761 140,344

貸倒引当金 △36,206 △37,155

投資その他の資産合計 2,472,610 2,403,824

固定資産合計 8,036,555 7,922,934

資産合計 15,342,303 14,965,883
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 848,290 881,028

短期借入金 1,447,089 1,416,262

1年内返済予定の長期借入金 566,847 546,176

1年内償還予定の社債 512,500 322,000

未成工事受入金 513,166 468,086

未払法人税等 127,771 180,888

完成工事補償引当金 76,785 74,480

賞与引当金 25,600 60,260

営業外支払手形 910,661 936,543

その他 499,543 600,868

流動負債合計 5,528,256 5,486,595

固定負債   

社債 210,000 210,000

長期借入金 1,583,607 1,542,211

繰延税金負債 84,812 93,401

退職給付引当金 125,272 126,544

その他 614,891 430,975

固定負債合計 2,618,583 2,403,132

負債合計 8,146,839 7,889,727

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,077,766 2,077,766

資本剰余金 973,803 973,803

利益剰余金 1,223,269 1,126,143

自己株式 △18,170 △18,189

株主資本合計 4,256,669 4,159,523

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,579 △5,913

その他の包括利益累計額合計 △2,579 △5,913

少数株主持分 2,941,374 2,922,546

純資産合計 7,195,464 7,076,156

負債純資産合計 15,342,303 14,965,883
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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 2,105,954 2,122,603

売上原価 1,339,704 1,390,045

売上総利益 766,249 732,558

販売費及び一般管理費 759,642 677,650

営業利益 6,606 54,908

営業外収益   

受取利息 4,720 832

受取配当金 1,260 408

負ののれん償却額 3,040 3,040

その他 27,094 13,321

営業外収益合計 36,116 17,601

営業外費用   

支払利息 18,896 22,638

持分法による投資損失 60,906 78,729

その他 26,885 16,196

営業外費用合計 106,688 117,563

経常損失（△） △63,965 △45,053

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,085 －

特別利益合計 5,085 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,047 －

投資有価証券評価損 － 1,522

特別損失合計 1,047 1,522

税金等調整前四半期純損失（△） △59,927 △46,576

法人税、住民税及び事業税 30,720 62,667

過年度法人税等 11,420 －

法人税等調整額 15,232 △22,122

法人税等合計 57,374 40,544

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △117,301 △87,121

少数株主利益又は少数株主損失（△） △31,342 1,164

四半期純損失（△） △85,959 △88,285
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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（△） △117,301 △87,121

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,704 2,106

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,286 △1,072

その他の包括利益合計 1,417 1,033

四半期包括利益 △115,884 △86,088

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △86,073 △91,620

少数株主に係る四半期包括利益 △29,810 5,531
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該当事項はありません。 

   

Ⅰ 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） 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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）セグメント情報等

  （単位：千円） 

  

報告セグメント 

製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

計 

売上高         

外部顧客への売上高  702,161  1,314,432  89,361  2,105,954

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  10,251  5,143  15,394

計  702,161  1,324,683  94,504  2,121,348

セグメント利益  7,822  17,876  6,282  31,980

  （単位：千円）   

利益 金額   

報告セグメント計  31,980  

セグメント間取引消去  224  

のれんの償却額  △25,598  

四半期連結損益計算書の営業利益  6,606
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Ⅱ 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） 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません 

  

該当事項はありません。 

  

  （単位：千円） 

  

報告セグメント 

製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

計 

売上高         

外部顧客への売上高  761,136  1,321,023  40,444  2,122,603

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,528  23,488  53,238  80,254

計  764,664  1,344,511  93,682  2,202,857

セグメント利益  △18,626  73,657  24,353  79,384

  （単位：千円）   

利益 金額   

報告セグメント計  79,384  

セグメント間取引消去  1,108  

のれんの償却額  △25,584  

四半期連結損益計算書の営業利益  54,908
 

 

（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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