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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 16,194 3.8 △96 ― △67 ― △97 ―

24年3月期第1四半期 15,599 11.2 △146 ― △133 ― △126 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △102百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △127百万円 （―％）

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 △11.79 ―

24年3月期第1四半期 △15.26 ―

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 31,899 8,951 24.9
24年3月期 33,240 9,112 24.4

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  7,957百万円 24年3月期  8,124百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） ― ― 5.00 5.00

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) 37,000 △2.3 100 △68.8 130 △64.2 80 △88.2 9.69
通期 86,000 0.4 850 4.9 900 3.7 750 △27.9 90.88



(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  ：  有  
（注）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」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）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」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 
 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およ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。 

※  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 8,347,248 株 24年3月期 8,347,248 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 94,544 株 24年3月期 94,114 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 8,252,991 株 24年3月期1Q 8,314,521 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、東日本大震災の復興需要を背景として、個人消費

が緩やかに改善するなど持ち直しの動きが見られました。しかし、欧州金融危機や円高、電力供給不足

への懸念などから景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループの位置する建設関連業界におきましては、政府の住宅取得促進施策等の効果により新設

住宅着工戸数が前年同期を上回るなど回復基調で推移いたしました。 

 このような環境において、当社グループでは、東日本大震災被災地の地域再生に向け、復旧関連資材

などの需要に積極的に対応しました。また、需要拡大の見込まれる太陽光発電や創エネ・省エネ関連商

品の取組みを強化いたしました。さらに、顧客獲得と販売シェアの拡大に努め、需要の掘り起こしに向

けた営業力の強化と施工体制の拡充により利益確保を図りました。 

 この結果、当第１四半期の業績は、昨年期中に株式会社ニッケーと株式会社サツイチを子会社化した

ことおよび大型物件の完工などから売上高が161億94百万円（前年同期比103.8％）、営業損失は96百万

円（前年同期は営業損失１億46百万円）、経常損失は67百万円（前年同期は経常損失１億33百万円）、

四半期純損失は97百万円（前年同期は四半期純損失１億26百万円）となりました。 

 なお、当社グループの第１四半期業績は、建設工事の完工時期が下期中心となるため、利益面におい

て著しく低下する季節特性があります。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

建設資材 

民間の建築需要が底堅く推移したものの、売上高は106億49百万円（前年同期比97.8％）となり

ましたが、経費等の削減に努めた結果セグメント利益は97百万円（前年同期比114.2％）となりま

した。 

建設工事 

大型物件の完工や震災後の需要回復により、売上高は33億63百万円（前年同期比120.0％）とな

り、セグメント損失は１億８百万円（前年同期はセグメント損失１億33百万円）となりました。 

石油製品 

販売数量の減少により、売上高は14億70百万円（前年同期比98.2％）となり、セグメント利益は

０百万円（前年同期比8.4％）となりました。 

資材運送 

株式会社サツイチの子会社化もあり、売上高は６億31百万円（前年同期比181.1％）となり、セ

グメント利益は41百万円（前年同期比128.8％）となりました。 

その他 

子会社化した株式会社ニッケーの不動産賃貸事業が加わったことなどから、売上高は80百万円

（前年同期比119.1％）、セグメント利益は33百万円（前年同期比158.5％）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
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比13億40百万円減少して318億99

百万円(前連結会計年度末比96.0％)となりました。流動資産は同12億62百万円減少して243億44百万

円、固定資産は同78百万円減少して75億55百万円となりました。流動資産の減少の主なものは、受取手

形及び売掛金の減少によるものであります。固定資産のうち有形固定資産は、同16百万円減少して52億

54百万円となりました。無形固定資産は、同19百万円増加して１億92百万円となりました。投資その他

の資産は、同81百万円減少して21億８百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末比11億79百万円減少して229億48百

万円（前連結会計年度末比95.1％）となりました。流動負債は、同９億17百万円減少して199億47百万

円、固定負債は同２億62百万円減少して30億円となりました。流動負債の減少の主なものは、支払手形

及び買掛金の減少によるものであります。固定負債の減少の主なものは、長期借入金の減少によるもの

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、前連結会計年度末比１億61百万円減少して89億51百

万円（前連結会計年度末比98.2％）となりました。この減少の主なものは、利益剰余金の減少によるも

のであります。  

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の24.4％から24.9％となりました。  

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表の第２四半期連結累計期間お

よび通期の連結業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

税金費用については、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第19項の規定により、「中間

財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」第12項（法定実効税率を使用する方法）に準じて計

算しております。 

  

（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） 

当社および連結子会社は、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。 

 これによる損益に与える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

（資産の状況）

（負債の状況）

（純資産の状況）

（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：百万円）

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 3,747 2,752

受取手形及び売掛金 18,094 16,557

商品及び製品 508 511

販売用不動産 1,651 1,662

未成工事支出金 1,253 2,417

原材料及び貯蔵品 25 21

その他 387 466

貸倒引当金 △60 △46

流動資産合計 25,606 24,344

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,509 3,509

その他（純額） 1,761 1,745

有形固定資産合計 5,270 5,254

無形固定資産 173 192

投資その他の資産   

その他 2,535 2,434

貸倒引当金 △345 △326

投資その他の資産合計 2,190 2,108

固定資産合計 7,634 7,555

資産合計 33,240 31,899

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,726 16,292

短期借入金 630 530

1年内返済予定の長期借入金 819 794

未払法人税等 83 46

賞与引当金 204 78

工事損失引当金 5 15

完成工事補償引当金 43 45

災害損失引当金 7 7

その他 1,344 2,136

流動負債合計 20,864 19,947

固定負債   

長期借入金 1,766 1,580

退職給付引当金 319 306

負ののれん 7 6

資産除去債務 18 18

その他 1,152 1,089

固定負債合計 3,262 3,000

負債合計 24,127 22,948
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（単位：百万円）

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 417 417

資本剰余金 318 318

利益剰余金 7,344 7,189

自己株式 △21 △21

株主資本合計 8,059 7,904

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 64 52

その他の包括利益累計額合計 64 52

少数株主持分 988 993

純資産合計 9,112 8,951

負債純資産合計 33,240 31,899
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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：百万円）

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 15,599 16,194

売上原価 14,393 14,907

売上総利益 1,206 1,286

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 610 626

その他 741 756

販売費及び一般管理費合計 1,352 1,382

営業損失（△） △146 △96

営業外収益   

受取利息 7 6

受取配当金 6 6

負ののれん償却額 0 0

持分法による投資利益 1 －

雑収入 39 44

営業外収益合計 55 57

営業外費用   

支払利息 25 19

債権売却損 7 5

持分法による投資損失 － 0

雑損失 9 3

営業外費用合計 42 28

経常損失（△） △133 △67

特別利益   

固定資産売却益 0 5

特別利益合計 0 5

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 1 0

投資有価証券評価損 － 3

特別損失合計 1 3

税金等調整前四半期純損失（△） △134 △64

法人税等 △10 25

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △123 △90

少数株主利益 2 7

四半期純損失（△） △126 △97
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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：百万円)

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（△） △123 △90

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3 △11

その他の包括利益合計 △3 △11

四半期包括利益 △127 △102

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △130 △108

少数株主に係る四半期包括利益 2 6
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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およ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、不動産賃貸事業、損害保険代理店

事業および車両整備事業を含んでおります。 

２  セグメント利益又は損失(△)の調整額△156百万円には、セグメント間取引消去12百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△168百万円が含まれております。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。 

３  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

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およ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、不動産賃貸事業、損害保険代理店

事業および車両整備事業を含んでおります。 

２  セグメント利益又は損失(△)の調整額△161百万円には、セグメント間取引消去17百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△178百万円が含まれております。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。 

３  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

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：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３建設資材 建設工事 石油製品 資材運送 計

売上高

  外部顧客への売上高 10,883 2,803 1,497 348 15,532 67 15,599 ― 15,599

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

325 48 27 104 505 12 517 △517 ―

計 11,209 2,851 1,524 452 16,037 80 16,117 △517 15,599

セグメント利益 
又は損失(△)

85 △133 4 32 △11 21 9 △156 △146

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３建設資材 建設工事 石油製品 資材運送 計

売上高

  外部顧客への売上高 10,649 3,363 1,470 631 16,113 80 16,194 ― 16,194

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

231 90 29 106 458 12 471 △471 ―

計 10,880 3,454 1,499 737 16,572 93 16,665 △471 16,194

セグメント利益 
又は損失(△)

97 △108 0 41 30 33 64 △161 △96

（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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