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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 2,147 1.1 △49 ― △69 ― △72 ―
24年3月期第1四半期 2,122 0.8 62 329.8 △34 ― △88 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △100百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △75百万円 （―％）

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 △0.16 ―
24年3月期第1四半期 △0.20 ―

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 15,614 6,598 28.6
24年3月期 15,796 6,707 28.8
（参考） 自己資本  25年3月期第1四半期  4,468百万円 24年3月期  4,552百万円

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 ― ― ― 0.05 0.05
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 0.05 0.05

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  
 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 12,000 8.2 750 12.4 650 13.6 110 478.9 0.24

       



(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に対するレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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P.3「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 450,993,208 株 24年3月期 450,993,208 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 844,051 株 24年3月期 844,051 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 450,149,157 株 24年3月期1Q 450,154,594 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の経済は、東日本大震災の影響から持ち直しつつありますが、依然として欧

州の通貨危機や円高の長期化、電力不足による不安は拭えない状態が続いており、先行きが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、2,147百万円と前年同四半期に比べ25百万円（1.1％）

増加しました。また営業損失は、49百万円（前年同四半期営業利益62百万円）、経常損失は、69百万円(前年同四

半期経常損失34百万円)、四半期純損失は、72百万円(前年同四半期純損失88百万円)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製造供給事業 

本事業においては、継続する円高の影響で輸出が伸び悩んだこと及びATM等の受注が年度末に増加する傾向が顕

著になっていることから、売上高は637百万円と前年同四半期に比べ127百万円減少し、セグメント損失は、63百万

円（前年同四半期セグメント損失18百万円）となりました。  

②住宅関連事業 

本事業においては、防蟻及び断熱工事等が前年より順調に推移したため、売上高は1,446百万円と前年同四半期

に比べ101百万円増加しました。また、マンションの引渡時期が第２四半期以降を想定しているため、セグメント

損失は7百万円（前年同四半期セグメント利益73百万円）となりました。したがって、通期を通しては、計画通り

に推移するものと想定しております。  

③投資・流通サービス事業 

本事業においては、売上高は130百万円と前年同四半期に比べ36百万円増加し、セグメント利益も、34百万円と

前年同四半期に比べ10百万円の増加となり、今後も堅調に推移するものと想定しております。   

   

（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181百万円減少し、15,614百万円となりまし

た。主な要因は、現金及び預金等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、72百万円減少し、9,016百万円となりました。主な要因は、長期借入

金等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109百万円減少し、6,598百万円となりました。 

   

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、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。 

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。   

   

（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、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。 

 これによる、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軽微

であります。 

    

  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 12,000百万円 750百万円 650百万円 110百万円

２．サマリー情報（注記事項）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 1,680,564 856,063

受取手形及び売掛金 1,809,805 1,934,579

たな卸資産 3,746,833 3,801,817

短期貸付金 276,012 277,352

繰延税金資産 52,424 65,175

その他 562,390 870,659

貸倒引当金 △48,575 △42,678

流動資産合計 8,079,455 7,762,968

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,400,238 2,366,727

機械装置及び運搬具 597,519 609,000

土地 3,685,517 3,686,282

建設仮勘定 115,967 117,064

その他 121,696 120,124

減価償却累計額 △1,919,547 △1,923,072

減損損失累計額 △230,537 △230,537

有形固定資産合計 4,770,854 4,745,589

無形固定資産   

借地権 317,020 317,020

その他 28,957 28,720

無形固定資産合計 345,977 345,740

投資その他の資産   

投資有価証券 65,058 69,776

関係会社株式 1,849,674 1,823,259

長期貸付金 49,786 45,931

差入保証金 459,300 644,166

繰延税金資産 3,567 3,648

その他 186,884 191,010

貸倒引当金 △14,398 △17,202

投資その他の資産合計 2,599,872 2,760,591

固定資産合計 7,716,704 7,851,921

資産合計 15,796,160 15,614,889
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,336,186 2,161,312

短期借入金 1,534,744 1,647,282

1年内返済予定の長期借入金 617,280 656,678

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

未成工事受入金 295,919 311,888

未払法人税等 203,034 167,300

完成工事補償引当金 59,599 58,548

賞与引当金 28,350 70,750

その他 810,221 823,064

流動負債合計 5,915,336 5,926,826

固定負債   

社債 230,000 225,000

長期借入金 1,918,121 1,831,264

繰延税金負債 177,166 177,972

退職給付引当金 8,021 8,134

負ののれん 156,491 168,561

その他 683,715 678,893

固定負債合計 3,173,516 3,089,827

負債合計 9,088,853 9,016,653

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 1,590,793 1,509,577

自己株式 △18,273 △18,273

株主資本合計 4,624,089 4,542,874

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △72,020 △74,118

その他の包括利益累計額合計 △72,020 △74,118

少数株主持分 2,155,238 2,129,480

純資産合計 6,707,307 6,598,236

負債純資産合計 15,796,160 15,614,889
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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 2,122,603 2,147,916

売上原価 1,390,045 1,377,089

売上総利益 732,558 770,826

販売費及び一般管理費 669,612 820,636

営業利益又は営業損失（△） 62,946 △49,809

営業外収益   

受取利息 832 701

受取配当金 408 464

負ののれん償却額 5,476 5,476

その他 13,321 20,181

営業外収益合計 20,038 26,824

営業外費用   

支払利息 22,638 24,715

持分法による投資損失 78,820 6,156

その他 16,196 16,053

営業外費用合計 117,655 46,925

経常損失（△） △34,670 △69,911

特別損失   

投資有価証券評価損 1,522 －

関係会社株式売却損 － 18,140

特別損失合計 1,522 18,140

税金等調整前四半期純損失（△） △36,193 △88,052

法人税、住民税及び事業税 62,667 27,299

法人税等調整額 △22,122 △13,554

法人税等合計 40,544 13,745

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △76,738 △101,797

少数株主利益又は少数株主損失（△） 11,638 △29,082

四半期純損失（△） △88,377 △72,715

       

ﾌﾘｰｼﾞｱ･ﾏｸﾛｽ(株) (6343)平成25年3月期 第1四半期決算短信

6



（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（△） △76,738 △101,797

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,590 3,189

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,072 △1,962

その他の包括利益合計 1,517 1,227

四半期包括利益 △75,220 △100,570

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △89,493 △74,812

少数株主に係る四半期包括利益 14,273 △25,758
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 該当事項はありません。  

   

   

 該当事項はありません。  

   

   

（セグメント情報）  

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 

  

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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  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

セグメント利益又は損失(△)  △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  △17,546  

四半期連結損益計算書の営業利益  62,946
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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 

  

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。 

  

  

  （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  634,448  1,427,913  85,554  2,147,916

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,092  18,115  44,611  65,819

計  637,540  1,446,029  130,166  2,213,735

セグメント利益又は損失(△)  △63,915  △7,711  34,933  △36,693

  （単位：千円）   

利益 金額   

報告セグメント計  △36,693  

セグメント間取引消去  4,430  

のれんの償却額  △17,546  

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △49,809
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