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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 27,000 25.5 2,111 127.1 2,198 120.9 580 30.5
23年3月期第2四半期 21,516 △1.4 929 △29.5 995 △27.5 445 △41.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 500百万円 （△13.0％） 23年3月期第2四半期 574百万円 （―％）

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2四半期 28.10 ―

23年3月期第2四半期 21.53 ―

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2四半期 43,759 25,737 56.2 1,188.92
23年3月期 42,709 25,350 56.7 1,171.88

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  24,573百万円 23年3月期  24,221百万円

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  ：  有  

配当予想の修正については、本日（平成23年11月9日）公表いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 5.50

24年3月期（予想） ― 5.50 11.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

通期 52,000 13.2 3,600 45.7 3,700 35.1 1,400 △1.5 67.73



(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きの対象外でありますが、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きを終了しております。 

※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、四半期決
算短信（添付資料）P2「（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

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2Q 24,986,599 株 23年3月期 24,986,599 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 4,317,565 株 23年3月期 4,317,498 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 20,669,050 株 23年3月期2Q 20,669,328 株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気回復の動きがみられたものの、公共投

資の縮減や景気減速懸念による民間設備投資の抑制等、依然として厳しい経営環境が続いております。

 当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は270億円（前年同四半期比25.5％

増）、営業利益については、その他事業の環境衛生部門の大幅な伸長もあり21億11百万円（同127.1％

増）となり、経常利益は21億98百万円（同120.9％増）、四半期純利益については、事業用資産の固定

資産売却損及び減損損失等を特別損失に計上した結果、5億80百万円（同30.5％増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

① コンクリート二次製品関連事業 

コンクリート二次製品関連事業につきましては、価格競争の激化等、厳しい経営環境の中で、積極

的な営業展開を推進いたしました。その結果、当部門の売上高は、228億7百万円となり、営業利益

は、19億62百万円となりました。 
  

② 情報関連事業 

情報関連事業につきましては、売上高は、23億51百万円となり、営業利益は、1億35百万円となり

ました。 
  

③ その他事業 

その他事業につきましては、売上高は、18億41百万円となり、営業利益は、4億53百万円となりま

した。 

  

当第2四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10億49百万円増加し、437億59百万

円となりました。 

 当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ6億63百万円増加し、180億22百

万円となりました。 

 当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3億86百万増加し、257億37百

万円となりました。 

  

当第2四半期連結累計期間の業績と今後の業績見通しを勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平

成23年8月12日付当社「平成24年3月期第1四半期決算短信」にて発表しました平成24年3月期の通期の連

結業績予想を修正いたしました。 

  

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

（２）連結財政状態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

三谷セキサン㈱　（5273）　平成24年3月期　第2四半期決算短信

－2－



  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．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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３．四半期連結財務諸表
（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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,573 8,590

受取手形及び売掛金 14,312 16,533

商品及び製品 2,053 2,078

仕掛品 102 298

原材料及び貯蔵品 661 583

その他 848 989

貸倒引当金 △982 △1,079

流動資産合計 25,569 27,995

固定資産

有形固定資産 12,359 11,021

土地 5,965 5,102

その他 6,393 5,919

無形固定資産 194 183

投資その他の資産 4,586 4,559

固定資産合計 17,139 15,764

資産合計 42,709 43,759

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,157 11,068

短期借入金 378 59

未払法人税等 683 738

その他 3,245 3,734

流動負債合計 14,464 15,601

固定負債

長期借入金 516 1

退職給付引当金 681 682

役員退職慰労引当金 471 443

その他 1,223 1,292

固定負債合計 2,893 2,420

負債合計 17,358 18,022

純資産の部

株主資本

資本金 2,146 2,146

資本剰余金 1,844 1,844

利益剰余金 20,690 21,167

自己株式 △1,359 △1,359

株主資本合計 23,320 23,798

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 900 775

その他の包括利益累計額合計 900 775

少数株主持分 1,129 1,163

純資産合計 25,350 25,737

負債純資産合計 42,709 43,759

三谷セキサン㈱　（5273）　平成24年3月期　第2四半期決算短信

－4－



（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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 21,516 27,000

売上原価 17,838 22,236

売上総利益 3,677 4,763

販売費及び一般管理費 2,747 2,652

営業利益 929 2,111

営業外収益

受取配当金 40 37

その他 86 86

営業外収益合計 127 124

営業外費用

支払利息 5 4

その他 55 31

営業外費用合計 61 36

経常利益 995 2,198

特別利益

退職給付引当金戻入額 22 －

その他 19 6

特別利益合計 41 6

特別損失

固定資産除売却損 15 79

投資有価証券評価損 76 0

減損損失 － 885

その他 58 7

特別損失合計 150 973

税金等調整前四半期純利益 885 1,231

法人税、住民税及び事業税 403 804

法人税等調整額 △8 △199

法人税等合計 395 605

少数株主損益調整前四半期純利益 490 625

少数株主利益 45 44

四半期純利益 445 580
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 490 625

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 84 △125

その他の包括利益合計 84 △125

四半期包括利益 574 500

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 528 455

少数株主に係る四半期包括利益 46 44
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 885 1,231

減価償却費 728 787

減損損失 － 885

貸倒引当金の増減額（△は減少） 53 94

受取利息及び受取配当金 △41 △38

支払利息 5 4

有形固定資産除売却損益（△は益） 14 79

売上債権の増減額（△は増加） 1,908 △2,058

たな卸資産の増減額（△は増加） △1 △143

仕入債務の増減額（△は減少） △1,585 1,108

その他 572 104

小計 2,540 2,056

利息及び配当金の受取額 41 38

利息の支払額 △5 △4

法人税等の支払額 △381 △753

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,194 1,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △330 △532

有形固定資産の売却による収入 29 263

投資有価証券の取得による支出 △4 △2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△3,255 －

貸付金の回収による収入 3 0

その他 △21 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,578 △283

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △124 △318

長期借入金の返済による支出 △63 △514

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △113 △103

少数株主への配当金の支払額 △8 △10

その他 △83 △85

財務活動によるキャッシュ・フロー △393 △1,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,777 21

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 799 －

現金及び現金同等物の期首残高 7,792 8,269

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,815 8,290
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 該当事項はありません。 

  

 （セグメント情報） 

Ⅰ  前第2四半期連結累計期間(自  平成22年4月1日  至  平成22年9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 

                                   （単位：百万円） 

 
（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、技術提供収入部  
    門、レジャー部門及び不動産賃貸収入部門及び環境衛生部門が含まれております。 

  

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) 

 
 （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

報告セグメント
その他
（注）

合計
コンクリート 
二次製品関連

情報関連 計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

17,972 2,436 20,409 1,106 21,516

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

6 ― 6 1,502 1,509

     計 17,979 2,436 20,415 2,609 23,025

セグメント利益 1,031 80 1,112 188 1,301

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,112

「その他」の区分の利益 188

全社費用(注) △371

四半期連結損益計算書の営業利益 929
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Ⅱ  当第2四半期連結累計期間(自  平成23年4月1日  至  平成23年9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 

                                   （単位：百万円） 

 
（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、技術提供収入部  
    門、レジャー部門、不動産賃貸収入部門及び環境衛生部門が含まれております。 

  

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) 

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  該当事項はありません。 

  

報告セグメント
その他
（注）

合計
コンクリート 
二次製品関連

情報関連 計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

22,807 2,351 25,158 1,841 27,000

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

15 ― 15 2,239 2,255

     計 22,823 2,351 25,174 4,080 29,255

セグメント利益 1,962 135 2,097 453 2,551

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 2,097

「その他」の区分の利益 453

全社費用(注) △440

四半期連結損益計算書の営業利益 2,111

（６）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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