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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 1,627 10.0 △84 ― △96 ― △74 ―
24年3月期第1四半期 1,480 3.3 △90 ― △113 ― △82 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △83百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △77百万円 （―％）

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 △14.91 ―
24年3月期第1四半期 △16.43 ―

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 8,613 3,275 38.0
24年3月期 8,828 3,419 38.7
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,275百万円 24年3月期  3,419百万円

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 ― 12.00 12.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

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) 3,337 7.7 △13 ― △36 ― △56 ― △11.21
通期 7,311 4.5 335 118.1 291 129.9 139 170.8 27.83



(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 

（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、添付資料２ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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2ページ「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。 

※  注記事項

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   ：  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 5,000,000 株 24年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 4,943 株 24年3月期 4,943 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 4,995,057 株 24年3月期1Q 4,996,012 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、震災関連の復興需要等があり景気は引き続き緩やかな回復基

調でありますが、欧州金融危機や円高の長期化などの懸念材料は払拭されず、先行きは不透明な状況が続いており

ます。 

 当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましては、復興需要等を最優先とする公共工事は増加してい

る一方で、その他の地域の公共工事は減少傾向が続いており、全体的には厳しい状況が続いております。 

 この様な状況下、当社グループは震災関連のインフラ設備に関する工事への商品供給や顧客のニーズに応えなが

ら積極的な提案型営業を推進し、受注増加に努めてまいりました。  

 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 百万円（前年同期比10.0%増）、営業損失 百

万円（前年同期は90百万円の損失）、経常損失 百万円（前年同期は113百万円の損失）、四半期純損失 百万円

（前年同期は82百万円の損失）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して 百万円減少し 百万円となりま

した。この主な要因は、受取手形及び売掛金の減少 百万円、商品及び製品の増加36百万円、リース資産の減少

百万円、繰延税金資産の増加 百万円によるものであります。 

（負債）  

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して 百万円減少し 百万円となりま

した。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少 百万円、借入金の増加 百万円、リース債務の減少 百万円

であります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末と比較して 百万円減少し 百万円となり

ました。この主な要因は、四半期純損失 百万円、配当金の支払59百万円であります。 

   

（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予想どおり推移しており、第２四半期連結累計期間及び通期の業績

につきましても、現時点において、平成24年５月９日に公表いたしました業績予想の変更はありません。 

   

   

（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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四

半期純損失に与える影響はそれぞれ軽微であります。 

   

   

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
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



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 2,355,305 2,342,311

受取手形及び売掛金 2,118,521 1,881,120

商品及び製品 694,017 730,617

原材料 149,723 147,235

繰延税金資産 46,769 78,335

その他 56,803 60,205

貸倒引当金 △9,500 △7,100

流動資産合計 5,411,641 5,232,726

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 688,130 676,321

レンタル資産（純額） 189,613 184,437

土地 1,407,326 1,407,326

リース資産（純額） 650,542 595,078

その他（純額） 14,853 66,133

有形固定資産合計 2,950,466 2,929,297

無形固定資産 24,105 23,040

投資その他の資産   

投資有価証券 282,024 269,461

繰延税金資産 24,153 24,133

その他 147,182 146,115

貸倒引当金 △10,730 △11,166

投資その他の資産合計 442,630 428,544

固定資産合計 3,417,202 3,380,882

資産合計 8,828,844 8,613,608

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 849,553 777,973

短期借入金 1,681,000 1,765,000

1年内返済予定の長期借入金 695,000 680,000

リース債務 217,498 215,363

未払法人税等 14,730 11,872

賞与引当金 61,424 39,104

その他 175,745 219,823

流動負債合計 3,694,952 3,709,136

固定負債   

長期借入金 1,035,000 1,005,000

リース債務 445,470 389,845

長期未払金 65,783 65,600

再評価に係る繰延税金負債 110,827 110,827

退職給付引当金 56,026 56,105

その他 1,479 1,479

固定負債合計 1,714,586 1,628,857

負債合計 5,409,538 5,337,993



（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 886,000 886,000

資本剰余金 968,090 968,090

利益剰余金 2,824,666 2,690,239

自己株式 △1,319 △1,319

株主資本合計 4,677,436 4,543,010

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,168 904

土地再評価差額金 △1,268,300 △1,268,300

その他の包括利益累計額合計 △1,258,131 △1,267,395

純資産合計 3,419,305 3,275,615

負債純資産合計 8,828,844 8,613,608



（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 1,480,146 1,627,919

売上原価 812,749 937,881

売上総利益 667,396 690,037

販売費及び一般管理費 757,517 774,826

営業損失（△） △90,120 △84,788

営業外収益   

受取利息 1,284 1,227

受取配当金 1,447 1,386

貸倒引当金戻入額 311 2,365

その他 2,131 1,972

営業外収益合計 5,174 6,952

営業外費用   

支払利息 14,643 13,790

投資有価証券評価損 12,484 3,296

その他 1,805 1,496

営業外費用合計 28,933 18,582

経常損失（△） △113,880 △96,418

税金等調整前四半期純損失（△） △113,880 △96,418

法人税、住民税及び事業税 7,523 9,609

法人税等調整額 △39,325 △31,543

法人税等合計 △31,802 △21,933

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △82,078 △74,485

四半期純損失（△） △82,078 △74,485



（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（△） △82,078 △74,485

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,447 △9,264

その他の包括利益合計 4,447 △9,264

四半期包括利益 △77,630 △83,749

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △77,630 △83,749

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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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