
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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四半期報告書提出予定日  平成24年11月２日 配当支払開始予定日  －

四半期決算補足説明資料作成の有無：  無       

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  （百万円未満切捨て）

（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  7,889  △24.7  △361  －  △371  －  △258  －

24年３月期第２四半期  10,475  △5.8  6  △99.1  △23  －  △48  －

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △335百万円（ ％） －   24年３月期第２四半期 △98百万円 （ ％） －

  
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  △35.14  －

24年３月期第２四半期  △6.62  －

  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  16,793  6,336  37.7

24年３月期  19,036  6,782  35.6

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 6,336百万円   24年３月期 6,782百万円 

  
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 － 15.00  15.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）     － 11.00  11.00

（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）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  21,350  △3.2  580  △4.0  560  1.3  300  13.0  40.70

（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 

新規   社  （社名）          、除外   社  （社名） 

  

  

  

  

（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 

 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

（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Ｐ.２「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項 （2）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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 7,378,050株 24年３月期 7,378,050株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 7,094株 24年３月期 6,594株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 7,371,057株 24年３月期２Ｑ 7,371,456株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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報告書のレビュー手続は終了しておりません。

 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．２「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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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興需要による緩やかな景気回復の兆しが見

られ始めたものの、長期化する円高や電力供給問題及び雇用・所得環境の低迷、また、消費増税関連法の成立によ

り、依然として、先行きの不透明感は払拭できない状況で推移しました。 

 当社グループが関連する建設業界におきましては、公共投資の低調な推移、受注獲得競争による企業利益の圧迫

に加え、建設関連の資機材の高止まりも影響し、極めて厳しい環境が続いております。 

 このような状況の下、当社グループの当第２四半期の連結業績につきましては、売上高は 百万円（前年同

期比24.7％減）となりました。収益面につきましては、総コストの圧縮を引続き行ってまいりましたが、完成工事

高の減少が大きく影響し、経常損失 百万円（前年同期は経常損失23百万円）、四半期純損失 百万円

（前年同期は四半期純損失48百万円）となりました。 

 セグメント別の売上高は以下のとおりであります。 

 なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較について

は、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 

［ファスナー事業］ 

 「あと施工アンカー」をはじめとする建設資材の販売が堅調に推移したことや、耐震関連工事の工事進行基準に

係る売上により売上高は32億８百万円（前年同期比8.0％増）となりました。 

［土木資材事業］ 

 当社グループの独自工法である「FIT工法」に係る土木資材の販売が伸び悩み、売上高は35億10百万円（前年同 

期比5.7％減）となりました。 

［建設事業］ 

 公共工事の市場収縮、価格競争の激化や前期に大型プロジェクト物件等が一巡したことにより、売上高は11億70

百万円（前年同期比69.1％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ22億42百万円減少し、 百万円 

となりました。これは主として受取手形及び完成工事未収入金等の減少によるものであります。 

 また、負債につきましては、主として支払手形及び工事未払金等の減少により、前連結会計年度末に比べ17億96

百万円減少し、 百万円となりました。 

 なお、純資産につきましては、利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ４億45百万円減少し、

百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.1ポイント増加となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の連結予想につきましては、平成24年５月14日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更は

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）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、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。 

 この変更に伴う、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

78億89

３億71 ２億58

167億93

104億57

63億36

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 1,395,146 2,515,004

受取手形及び完成工事未収入金等 8,784,306 5,278,362

未成工事支出金 158,046 375,058

商品 822,156 804,541

繰延税金資産 105,597 216,835

その他 595,443 492,200

貸倒引当金 △7,652 △4,722

流動資産合計 11,853,043 9,677,279

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,555,885 1,545,082

機械装置及び運搬具（純額） 107,766 118,081

工具、器具及び備品（純額） 12,459 22,459

土地 4,088,258 4,088,258

リース資産（純額） 172,060 209,057

有形固定資産合計 5,936,430 5,982,939

無形固定資産   

その他 129,324 116,059

無形固定資産合計 129,324 116,059

投資その他の資産   

投資有価証券 819,086 702,502

繰延税金資産 49,741 96,767

その他 313,554 262,726

貸倒引当金 △98,132 △91,934

投資その他の資産合計 1,084,249 970,062

固定資産合計 7,150,004 7,069,061

繰延資産   

社債発行費 33,775 47,533

繰延資産合計 33,775 47,533

資産合計 19,036,822 16,793,873
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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   

支払手形及び工事未払金等 6,435,358 4,841,122

短期借入金 600,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,104,100 1,075,800

1年内償還予定の社債 380,000 530,000

未払法人税等 284,467 7,383

未成工事受入金及び前受金 86,595 170,166

賞与引当金 95,907 122,659

その他 523,132 429,886

流動負債合計 9,509,560 7,377,019

固定負債   

社債 1,215,000 1,625,000

長期借入金 1,175,600 1,122,000

退職給付引当金 105,807 113,811

その他 248,339 219,500

固定負債合計 2,744,746 3,080,312

負債合計 12,254,307 10,457,331

純資産の部   

株主資本   

資本金 565,295 565,295

資本剰余金 376,857 376,857

利益剰余金 5,802,403 5,432,842

自己株式 △3,926 △4,231

株主資本合計 6,740,629 6,370,762

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,744 △34,220

繰延ヘッジ損益 1,141 －

その他の包括利益累計額合計 41,886 △34,220

純資産合計 6,782,515 6,336,542

負債純資産合計 19,036,822 16,793,873
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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：千円）

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   

商品売上高 5,262,063 4,785,808

完成工事高 5,213,932 3,103,800

売上高合計 10,475,995 7,889,609

売上原価   

商品売上原価 3,957,377 3,472,787

完成工事原価 4,462,554 2,681,129

売上原価合計 8,419,931 6,153,917

売上総利益   

商品売上総利益 1,304,686 1,313,020

完成工事総利益 751,377 422,671

売上総利益合計 2,056,064 1,735,691

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 2,049,808 2,097,028

営業利益又は営業損失（△） 6,255 △361,337

営業外収益   

受取利息 630 630

受取配当金 11,706 12,115

仕入割引 1,542 407

受取家賃 10,971 10,971

技術提供収入 420 6,001

その他 6,692 7,949

営業外収益合計 31,963 38,077

営業外費用   

支払利息 33,833 26,467

支払手数料 17,316 12,420

その他 10,910 9,398

営業外費用合計 62,060 48,285

経常損失（△） △23,841 △371,545

特別利益   

固定資産売却益 406 －

特別利益合計 406 －

特別損失   

固定資産除却損 68 855

特別損失合計 68 855

税金等調整前四半期純損失（△） △23,503 △372,400

法人税、住民税及び事業税 31,574 2,533

法人税等調整額 △6,287 △115,945

法人税等合計 25,287 △113,411

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △48,791 △258,989

四半期純損失（△） △48,791 △258,989
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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：千円）

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損失（△） △48,791 △258,989

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △50,836 △74,965

繰延ヘッジ損益 686 △1,141

その他の包括利益合計 △50,149 △76,107

四半期包括利益 △98,940 △335,096

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △98,940 △335,096

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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