
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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２四半期 10,190 2.9 651 1.1 521 13.9 308 16.8
24年３月期第２四半期 9,900 △3.8 643 11.6 457 28.4 264 228.0

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △72百万円( －％) 24年３月期第２四半期 △146百万円( －％)

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２四半期 9.78 －
24年３月期第２四半期 8.37 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 56,585 24,859 43.9
24年３月期 58,453 25,027 42.8

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 24,859百万円 24年３月期 25,027百万円

２．配当の状況

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 － 3.00 － 3.00 6.00

25年３月期 － 3.00

25年３月期(予想) － 4.00 7.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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

通期 22,000 0.9 1,500 0.9 1,200 6.3 600 22.5 18.99

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



   

 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 33,606,132株 24年３月期 33,606,132株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 2,013,592株 24年３月期 2,011,070株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 31,593,866株 24年３月期２Ｑ 31,597,840株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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。
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、長期化するデフレによる景気低迷のもと、先行き

は依然として不透明な状況にあります。  

このような状況のもと、当第２四半期の連結業績は、売上高101億90百万円（前年同期比2.9％増）、

営業利益６億51百万円（前年同期比1.1％増）、経常利益５億21百万円（前年同期比13.9％増）、四半

期純利益は３億８百万円（前年同期比16.8％増）となりました。  

  

第１四半期連結会計期間より報告セグメントの業績管理方法を、11ページの「（５）セグメント情報

等 ２．報告セグメントの変更等に関する事項」のように変更しております。 

タンクローリーをはじめとした特殊車両関係の販売が引き続き好調に推移したことにより、売上高は

29億90百万円と前年同期比48百万円、1.6％の増収、セグメント損益は３億27百万円の損失（前年同期

３億70百万円の損失）でありました。  

ショッピングモールにおいては各種販売促進イベントや新規テナントの誘致、また遊休地を新たに賃

貸したこともあり、売上高は33億27百万円と前年同期比１億１百万円、3.1％の増収となりましたが、

セグメント利益は開発に伴う一時的費用や電力料金の値上等の影響もあり10億94百万円と前年同期比49

百万円、4.3％の減益となりました。  

ホテル、ゴルフにおいて集客施策が功を奏してきたこともあり、前年度に比べると来客数が共に回復

し収益が改善しました。その結果、売上高は22億54百万円と前年同期比75百万円、3.5％の増収、セグ

メント損益は89百万円の損失（前年同期１億14百万円の損失）でありました。  

温浴事業において大型工事物件の受注が減少しましたが、介護用入浴装置の販売が好調であったた

め、売上高は14億74百万円と前年同期比40百万円、2.8％の増収、セグメント損益は30百万円の損失

（前年同期27百万円の損失）でありました。  

売上高は、144百万円と前年同期比24百万円、20.1％の増収となりましたが、セグメント利益は４百

万円と前年同期比７百万円、63.0％の減益となりました。  

  

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

① 当第２四半期の全社業績

② セグメント別の概況

［輸送用機器関連事業］

［不動産賃貸事業］

［ホテル・スポーツ・レジャー事業］

［物販事業］

［その他事業］
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（資産） 

総資産は、前年度末に比べて18億68百万円、3.2％減少し、565億85百万円となりました。  

受注の増加により仕掛品が７億51百万円増加した一方で、売上債権の回収により受取手形及び売掛金

が12億83百万円減少、減価償却等により有形固定資産が６億51百万円減少及び所有株式の時価下落によ

り投資有価証券が５億93百万円減少したことなどによります。  

（負債） 

負債合計は、前年度末に比べて17億円、5.1％減少し、317億26百万円となりました。  

これは主として借入金の返済により長期借入金が１年内返済予定の長期借入金とあわせて18億18百万

円減少したことによります。  

（純資産） 

純資産は、前年度末に比べて１億68百万円、0.7％減少し、248億59百万円となりました。これは、所

有株式の時価下落により、その他有価証券評価差額金が３億81百万円減少したことなどによります。  

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、56億79百万円と、前連結会計年度

末に比べ２億57百万円の減少となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金収支は、前年同期と比べ３億52百万円増加し、当第２四半期連結累計期間では13

億39百万円の資金収入となりました。これは、たな卸資産の増加による支出が９億69百万円あったこと

に対して、減価償却費の計上による収入が10億19百万円、売上債権の減少による収入が12億83百万円及

び税金等調整前四半期純利益が５億９百万円であったことなどによります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金収支は、前年同期と比べ10億52百万円増加し、当第２四半期連結累計期間では６

億42百万円の資金支出となりました。これは、固定資産の取得による支出が６億13百万円及び定期預金

の預入による支出が１億円あったことなどによります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金収支は、前年同期と比べ４億39百万円増加し、当第２四半期連結累計期間では９

億39百万円の資金支出となりました。これは、短期借入金の借入れにより15億円の収入があったことに

対して、長期借入金の返済により18億18百万円の支出及び短期借入金の返済による支出が５億円あった

ことなどによります。  

  

現段階では平成24年５月10日発表時の通期の業績予想につきましては、変更ありません。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当する事項はありません。 

  

該当する事項はありません。 

  

該当する事項はありません。 

  

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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４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,003 5,795

受取手形及び売掛金 4,398 3,115

商品及び製品 338 414

仕掛品 701 1,453

原材料及び貯蔵品 564 706

繰延税金資産 227 192

その他 348 383

貸倒引当金 △7 △5

流動資産合計 12,575 12,056

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,272 26,559

機械装置及び運搬具（純額） 882 927

工具、器具及び備品（純額） 317 279

土地 12,699 12,706

その他（純額） 61 109

有形固定資産合計 41,233 40,581

無形固定資産   

のれん 152 128

その他 160 141

無形固定資産合計 312 269

投資その他の資産   

投資有価証券 3,641 3,048

その他 824 755

貸倒引当金 △133 △126

投資その他の資産合計 4,332 3,677

固定資産合計 45,878 44,529

資産合計 58,453 56,585
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,436 1,612

短期借入金 1,000 2,000

1年内返済予定の長期借入金 3,896 3,736

未払法人税等 455 239

未払消費税等 102 54

賞与引当金 384 333

工事損失引当金 93 103

その他の引当金 11 11

その他 2,912 2,455

流動負債合計 10,292 10,546

固定負債   

長期借入金 11,677 10,019

受入敷金保証金 5,378 5,303

繰延税金負債 1,363 1,103

退職給付引当金 4,181 4,245

役員退職慰労引当金 234 244

その他 298 263

固定負債合計 23,133 21,179

負債合計 33,426 31,726

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,949 4,949

資本剰余金 7,648 7,648

利益剰余金 12,466 12,680

自己株式 △745 △746

株主資本合計 24,319 24,532

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 708 326

その他の包括利益累計額合計 708 326

純資産合計 25,027 24,859

負債純資産合計 58,453 56,585
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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２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 9,900 10,190

売上原価 7,184 7,517

売上総利益 2,716 2,672

販売費及び一般管理費 2,072 2,021

営業利益 643 651

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 36 36

その他 34 34

営業外収益合計 71 70

営業外費用   

支払利息 147 116

その他 110 84

営業外費用合計 258 200

経常利益 457 521

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 20 －

特別利益合計 20 0

特別損失   

固定資産除売却損 19 9

投資有価証券評価損 1 1

支払和解金 14 －

その他 25 0

特別損失合計 59 11

税金等調整前四半期純利益 418 509

法人税、住民税及び事業税 174 215

法人税等調整額 △20 △14

法人税等合計 153 200

少数株主損益調整前四半期純利益 264 308

四半期純利益 264 308
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 264 308

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △411 △381

その他の包括利益合計 △411 △381

四半期包括利益 △146 △72

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △146 △72

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
（自  平成23年４月１日 

    至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 

    至  平成24年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 418 509

減価償却費 1,087 1,019

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 △8

受取利息及び受取配当金 △37 △36

支払利息 147 116

売上債権の増減額（△は増加） 128 1,283

たな卸資産の増減額（△は増加） △384 △969

仕入債務の増減額（△は減少） 112 175

固定資産除売却損益（△は益） 19 9

未払消費税等の増減額（△は減少） 3 △48

その他の償却額 43 53

その他 △393 △255

小計 1,123 1,849

利息及び配当金の受取額 37 36

利息の支払額 △148 △116

法人税等の支払額 △24 △429

営業活動によるキャッシュ・フロー 987 1,339

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △100

定期預金の払戻による収入 － 50

有形固定資産の取得による支出 △797 △613

有形固定資産の売却による収入 4 0

投資有価証券の取得による支出 △951 －

投資有価証券の売却による収入 29 －

その他 21 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,694 △642

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 500 1,500

短期借入金の返済による支出 △500 △500

長期借入れによる収入 1,500 －

長期借入金の返済による支出 △2,751 △1,818

社債の償還による支出 △11 －

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △94 △94

その他 △19 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,378 △939

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,099 △257

現金及び現金同等物の期首残高 7,978 5,937

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△5 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,873 5,679
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当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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 

(単位：百万円)

 
(注) 「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、保険代理店業及び福祉介護事業を含

んでおります。 

  

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２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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 

(単位：百万円)

 
(注) 「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、保険代理店業及び福祉介護事業を含

んでおります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

報告セグメント

その他 
(注)

合計 調整額
四半期連結
損益計算書

上額
輸送用機
器関連事

業

不動産賃
貸事業

ホテル・
スポー
ツ・レジ
ャー事業

物販事業 計

売上高

外部顧客への
売上高

2,942 3,226 2,178 1,433 9,780 120 9,900 ― 9,900

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

123 71 7 0 203 132 335 △335 ―

計 3,066 3,297 2,186 1,433 9,983 252 10,236 △335 9,900

セグメント利益
又は損失（△）

△370 1,143 △114 △27 632 11 643 ― 643

報告セグメント

その他 
(注)

合計 調整額
四半期連結
損益計算書

上額
輸送用機
器関連事

業

不動産賃
貸事業

ホテル・
スポー
ツ・レジ
ャー事業

物販事業 計

売上高

外部顧客への
売上高

2,990 3,327 2,254 1,474 10,045 144 10,190 ― 10,190

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

202 51 7 0 262 127 390 △390 ―

計 3,193 3,378 2,262 1,475 10,308 272 10,581 △390 10,190

セグメント利益
又は損失（△）

△327 1,094 △89 △30 646 4 651 ― 651
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結会計期間から、社内の管理体制の変更に対応し、報告セグメントの区分を「物販事

業」に含まれていた介護用入浴装置の製造を「輸送用機器関連事業」に移し、セグメント間の内部取引

とする方法に変更しております。 

また、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの業績管理方法を変更したことにより、従来四

半期連結損益計算書計上額との調整額としていた工事損失引当金繰入額を「輸送用機器関連事業」、の

れんの償却額を「物販事業」に含めて表示することと致しました。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成しており、

前第２四半期連結累計期間の「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」に記載しております。 

  

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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

該当事項はありません。 

（６）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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