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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 2,186 △3.5 △160 ― △143 ― △95 ―

24年3月期第1四半期 2,265 △7.6 △179 ― △160 ― △99 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △105百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △100百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △6.52 ―

24年3月期第1四半期 △6.82 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 14,874 5,594 37.6
24年3月期 16,250 5,729 35.3

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  5,594百万円 24年3月期  5,729百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 4,600 △5.5 △210 ― △210 ― △175 ― △12.00

通期 12,500 △1.5 150 97.9 150 34.0 80 54.0 5.48



(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 

(注) 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ペー
ジ「(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
 本資料に記載されている業績予想は、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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 15,321,000 株 24年3月期 15,321,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 734,006 株 24年3月期 733,290 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 14,587,457 株 24年3月期1Q 14,588,612 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、東日本大震災後の復興需要などにより緩やかに回

復しつつある一方、電力供給問題や円高および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（当社および子会社）は、役所・コンサルへの提案・入設営業

に注力しながら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21億86百万円（前年同期比3.5％減）、営業損失は１

億60百万円（同19百万円の改善）、経常損失は１億43百万円（同17百万円の改善）、四半期純損失は95

百万円（同４百万円の改善）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、昨年上市した遮熱性の舗装ブロックも好調であったこ

とから、当セグメントの売上高は７億49百万円（前年同期比11.2％増）となりました。 
  

（エクステリア事業） 

主力製品である立水栓の品揃えを図り拡販に注力した結果、当セグメントの売上高は３億29百万円

（前年同期比4.2％増）となりました。 
  

（土木事業） 

国や地方の公共投資における予算執行の遅延により、ボックスカルバートなどの大型製品が減収と

なったことなどから、当セグメントの売上高は11億7百万円（前年同期比13.2％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13億76百万円減少し、

148億74百万円となりました。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15億72百万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12億41百万円減少し、92億

79百万円となりました。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８億51百万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１億35百万円減少し、55

億94百万円となりました。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37.6％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 673 29.7 749 34.3

エクステリア事業 316 14.0 329 15.1

土 木 事 業 1,275 56.3 1,107 50.6

合   計 2,265 100.0 2,186 100.0

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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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24年４月27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。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 885,403 912,398

受取手形及び売掛金 5,706,920 4,133,964

商品及び製品 1,240,624 1,336,833

仕掛品 94,217 97,607

未成工事支出金 25,680 47,221

原材料及び貯蔵品 198,370 207,736

繰延税金資産 10,408 64,466

その他 48,173 54,431

貸倒引当金 △22,449 △16,960

流動資産合計 8,187,348 6,837,698

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,526,328 1,502,266

土地 4,927,968 4,927,968

その他（純額） 864,833 869,559

有形固定資産合計 7,319,130 7,299,795

無形固定資産 184,108 184,650

投資その他の資産

投資有価証券 314,415 298,111

繰延税金資産 133,986 142,092

その他 151,726 151,480

貸倒引当金 △39,718 △39,559

投資その他の資産合計 560,409 552,125

固定資産合計 8,063,648 8,036,570

資産合計 16,250,996 14,874,269

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,249,765 2,397,792

短期借入金 6,100,000 5,800,000

未払法人税等 39,251 12,263

未払消費税等 48,611 11,958

未払費用 123,306 146,627

賞与引当金 18,310 26,271

その他 371,464 315,969

流動負債合計 9,950,711 8,710,882

固定負債

長期借入金 100,000 100,000

退職給付引当金 227,788 231,872

その他 243,063 237,099

固定負債合計 570,852 568,971

負債合計 10,521,564 9,279,854
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24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 1,747,145 1,622,789

自己株式 △73,710 △73,785

株主資本合計 5,709,821 5,585,390

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19,611 9,024

その他の包括利益累計額合計 19,611 9,024

純資産合計 5,729,432 5,594,415

負債純資産合計 16,250,996 14,874,269
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 2,265,777 2,186,154

売上原価 1,928,055 1,872,105

売上総利益 337,722 314,048

販売費及び一般管理費 517,512 474,280

営業損失（△） △179,790 △160,232

営業外収益

受取利息 26 14

受取配当金 5,221 4,977

受取賃貸料 4,501 4,975

工業所有権実施許諾料 9,246 11,544

雑収入 17,896 11,344

営業外収益合計 36,893 32,857

営業外費用

支払利息 13,434 11,830

賃貸費用 2,385 2,266

雑損失 2,007 1,846

営業外費用合計 17,827 15,944

経常損失（△） △160,724 △143,318

税金等調整前四半期純損失（△） △160,724 △143,318

法人税、住民税及び事業税 5,549 8,308

法人税等調整額 △66,845 △56,446

法人税等合計 △61,296 △48,137

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △99,428 △95,180

四半期純損失（△） △99,428 △95,180
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △99,428 △95,180

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,541 △10,586

その他の包括利益合計 △1,541 △10,586

四半期包括利益 △100,969 △105,767

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △100,969 △105,767

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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