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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 6,265 11.2 286 ― 389 161.2 238 128.1
24年3月期第1四半期 5,637 3.2 15 △86.9 149 △38.4 104 △29.9

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 162百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △40百万円 （―％）

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 9.01 ―
24年3月期第1四半期 4.00 ―

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 35,965 22,113 61.1
24年3月期 36,807 22,233 60.1
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  21,980百万円 24年3月期  22,105百万円

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 ― ― ― 10.50 10.50
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 10.50 10.50

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) 14,300 9.0 700 72.4 800 40.2 450 30.9 16.98
通期 30,000 8.2 1,600 35.4 1,800 45.5 1,000 37.3 37.74



(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）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料３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ますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続は終了しています。 

※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、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３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 29,347,500 株 24年3月期 29,347,500 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,850,082 株 24年3月期 2,849,195 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 26,497,484 株 24年3月期1Q 26,156,407 株
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当第１四半期連結累計期間における日本経済は、個人消費の増加や東日本大震災の復興需要等により

部分的に明るい兆しが見られましたが、欧州債務危機の拡大や世界経済の失速懸念、また円高や株安等

不安定な状況で推移いたしました。 

当社関連のコンクリート製品業界におきましては、国内の建設投資が回復基調となる等需要は若干の

増加傾向となりました。 

このような状況下で当社グループは、平成24年度からの中期経営計画『All Japan-90』の基本方針で

ある安定的利益と持続的成長の確保に向けて鋭意取り組み、当第１四半期連結累計期間の受注高は前第

１四半期連結累計期間と比べ２６．７％増加の７３億円、売上高は前第１四半期連結累計期間と比べ１

１．２％増加の６２億６５百万円となりました。 

損益につきましては、売上増や原価低減、業務効率化に努めたこと等により営業利益は前第１四半期

連結累計期間と比べ１８．８倍の２億８６百万円、経常利益は前第１四半期連結累計期間と比べ１６

１．２％増加の３億８９百万円、四半期純利益は前第１四半期連結累計期間と比べ１２８．１％増加の

２億３８百万円となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①コンクリート製品事業 

コンクリート製品事業におきましては、パイル需要の回復やＲＣセグメントの受注等により当第１

四半期連結累計期間の受注高は前第１四半期連結累計期間と比べ４０．４％増加の５５億２５百万

円、売上高は前第１四半期連結累計期間と比べ３．１％増加の３９億９６百万円、セグメント利益

（営業利益）は前第１四半期連結累計期間と比べ８９百万円改善して１５百万円となりました。総売

上高構成比は６３．８％であります。 

  

②工事事業 

工事事業におきましては、下水道管路更生工事の受注が減少したこと等により当第１四半期連結累

計期間の受注高は前第１四半期連結累計期間と比べ４．４％減少の１６億９６百万円となりました

が、売上高は下水道耐震化工事が増加したこと等により前第１四半期連結累計期間と比べ３５．２％

増加の１８億５８百万円、セグメント利益（営業利益）は前第１四半期連結累計期間と比べ１３．１

倍の１億３７百万円となりました。総売上高構成比は２９．７％であります。 

  

③不動産開発事業 

不動産開発事業におきましては、賃貸用不動産収入が微減となったこと等から当第１四半期連結累

計期間の売上高は前第１四半期連結累計期間と比べ２．１％減少の２億８５百万円となりましたが、

セグメント利益（営業利益）は原価低減に努めたこと等により前第１四半期連結累計期間と比べ５

８．２％増加の１億２０百万円となりました。総売上高構成比は４．５％であります。 

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
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④その他 

その他につきましては、下水道関連工事用機材レンタル収入並びに脱臭器販売が増加したこと等に

より当第１四半期連結累計期間の受注高は前第１四半期連結累計期間と比べ５１．０％増加の７８百

万円、売上高は前第１四半期連結累計期間と比べ３４．０％増加の１億２５百万円、セグメント利益

（営業利益）は前第１四半期連結累計期間と比べ４．２倍の１３百万円となりました。総売上高構成

比は２．０％であります。 

  

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と比べ８億４２百万円減少し、３５９億６

５百万円となりました。これは、流動資産において現金及び預金が１億７８百万円、商品及び製品が５

１百万円、それぞれ増加した一方で、流動資産において受取手形及び売掛金が９億２６百万円、原材料

及び貯蔵品が４１百万円、固定資産において建物及び構築物が４３百万円、それぞれ減少したこと等に

よるものであります。 

また、負債の部は前連結会計年度末と比べ７億２２百万円減少し、１３８億５１百万円となりまし

た。これは、流動負債において支払手形及び買掛金が７億２２百万円減少したこと等によるものであり

ます。 

純資産の部は前連結会計年度末と比べ１億１９百万円減少し、２２１億１３百万円となりました。こ

れは、その他有価証券評価差額金が５５百万円増加した一方で、為替換算調整勘定が１億３６百万円、

利益剰余金が４３百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。 

  

平成25年３月期の業績見通しにつきましては、平成24年５月14日付「平成24年３月期 決算短信〔日

本基準〕（連結）」で発表した第２四半期累計期間ならびに通期の業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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） 

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。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

（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

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 4,981,454 5,159,484

受取手形及び売掛金 10,966,500 10,040,098

商品及び製品 1,643,612 1,694,790

原材料及び貯蔵品 529,031 487,088

その他 831,827 805,029

貸倒引当金 △20,608 △12,449

流動資産合計 18,931,816 18,174,041

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,451,277 3,408,005

土地 3,593,273 3,601,120

その他（純額） 745,800 756,413

有形固定資産合計 7,790,351 7,765,539

無形固定資産 104,276 112,689

投資その他の資産

投資有価証券 9,137,725 9,094,779

その他 1,048,408 1,022,643

貸倒引当金 △204,963 △204,408

投資その他の資産合計 9,981,170 9,913,014

固定資産合計 17,875,797 17,791,244

資産合計 36,807,614 35,965,285

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,054,513 7,331,514

短期借入金 1,439,866 1,472,386

未払法人税等 378,443 65,830

賞与引当金 150,803 －

その他 1,196,547 1,640,830

流動負債合計 11,220,173 10,510,562

固定負債

退職給付引当金 1,677,802 1,700,172

役員退職慰労引当金 129,987 116,587

環境対策引当金 24,797 24,797

その他 1,521,324 1,499,525

固定負債合計 3,353,911 3,341,082

負債合計 14,574,085 13,851,644
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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 5,251,400 5,251,400

資本剰余金 4,749,080 4,749,080

利益剰余金 11,488,144 11,444,806

自己株式 △711,135 △711,456

株主資本合計 20,777,488 20,733,830

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 429,938 485,442

為替換算調整勘定 897,660 760,826

その他の包括利益累計額合計 1,327,599 1,246,268

少数株主持分 128,441 133,541

純資産合計 22,233,529 22,113,640

負債純資産合計 36,807,614 35,965,285
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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 5,637,158 6,265,982

売上原価 4,740,618 5,138,057

売上総利益 896,540 1,127,925

販売費及び一般管理費 881,259 841,056

営業利益 15,280 286,868

営業外収益

受取利息 74 159

受取配当金 57,700 47,822

為替差益 58,092 126,783

その他 50,315 30,331

営業外収益合計 166,182 205,096

営業外費用

支払利息 7,111 7,617

持分法による投資損失 10,897 83,990

その他 14,451 11,158

営業外費用合計 32,460 102,765

経常利益 149,003 389,199

特別利益

受取保険金 8,340 －

特別利益合計 8,340 －

特別損失

固定資産除却損 701 173

特別損失合計 701 173

税金等調整前四半期純利益 156,642 389,025

法人税、住民税及び事業税 9,861 77,919

法人税等調整額 40,296 67,372

法人税等合計 50,157 145,292

少数株主損益調整前四半期純利益 106,484 243,733

少数株主利益 1,889 5,119

四半期純利益 104,594 238,613
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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利益 106,484 243,733

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △56,718 △16,874

為替換算調整勘定 △77,400 △136,834

持分法適用会社に対する持分相当額 △12,441 72,378

その他の包括利益合計 △146,560 △81,330

四半期包括利益 △40,076 162,402

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △41,966 157,283

少数株主に係る四半期包括利益 1,889 5,119
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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 

 
(注) １．「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、スポーツ施設運営事業、環境関連

機器販売事業、リース事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 
  

２．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。 

  

Ⅱ  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) 

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 

 
(注) １．「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、スポーツ施設運営事業、環境関連

機器販売事業、リース事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 
  

２．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。 

（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
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連
結損益計 
算書計上 
額(注)２

コンクリー
ト製品事業

工事事業
不動産開発

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 3,877,251 1,374,844 291,559 5,543,655 93,502 5,637,158 ― 5,637,158

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

2,092 ─ 12,403 14,495 2,010 16,505 △16,505 ―

計 3,879,344 1,374,844 303,962 5,558,151 95,512 5,653,664 △16,505 5,637,158

セグメント利益又は 
損失(△)

△74,554 10,504 76,078 12,029 3,251 15,280 ─ 15,280

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連
結損益計 
算書計上 
額(注)２

コンクリー
ト製品事業

工事事業
不動産開発

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 3,996,591 1,858,607 285,460 6,140,659 125,323 6,265,982 ― 6,265,982

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

3,095 ― 7,216 10,311 ― 10,311 △10,311 ―

計 3,999,686 1,858,607 292,676 6,150,970 125,323 6,276,294 △10,311 6,265,982

セグメント利益 15,053 137,885 120,338 273,277 13,590 286,868 ― 286,868

（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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