
  

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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  （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  51,708  △0.3  414  △21.5  544  △17.3  263  △10.7

24年３月期第２四半期  51,871  7.4  527  41.5  658  25.7  294  10.9

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 175百万円（ ％） 17.5   24年３月期第２四半期 148百万円 （ ％） 50.9

  
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  28.10  －

24年３月期第２四半期  30.76  －

  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  45,937  10,846  23.6

24年３月期  48,231  10,804  22.4

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 10,843百万円   24年３月期 10,804百万円 

  
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  － 10.00 － 15.00  25.00

25年３月期  － 10.00     

25年３月期（予想）     － 15.00  25.00

（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  114,000  4.2  1,500  5.2  1,800  6.8  1,040  11.6  111.11

（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 

  

  

（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： 有

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．３「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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 9,678,660株 24年３月期 9,678,660株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 314,559株 24年３月期 318,459株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 9,360,324株 24年３月期２Ｑ 8,704,013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レビュー手続きの対象外であります。なお、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きは終了しておりません。

・本資料に掲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、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、四半期決算短信（添付資料）２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。 

・当社は、平成23年10月１日付で普通株式１株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。
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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わが国の建設業界は、政府投資については、震災対応の補正予算があった

ものの執行の繰越見込みから緩やかな増加に止まっております。また、民間住宅投資・民間非住宅投資について

は、震災後の停滞からの回復基調がみられ、全体としても緩やかな回復基調にて推移致しました。 

（建設経済研究所、富士経済資料より当社推定）

このような経済状況のもと、連結ベースの売上高は 百万円（前年同四半期比 ％）、売上総利益は

百万円（同 ％）となりました。販売費及び一般管理費は 百万円（同＋ ％）で営業利益は 百

万円（同 ％）、営業外損益は 百万円（同 ％）計上でき、経常利益は 百万円（同 ％）とな

りました。 

特別損益は、投資有価証券評価損等を特別損失に計上し、その結果、四半期純利益は 百万円（同 ％）

となりました。 

セグメント別に見ると 

管材類は売上高が 百万円で、 百万円の減少（ ％）となりました。これは主に、昨年の震災仮需の

減少、市況ダウンによるものです。 

衛生陶器・金具類は売上高が 百万円で、 百万円の増加（＋ ％）となりました。これは主に、昨年の

部材供給不足による減少分が回復したことによるものです。 

住宅設備機器類は売上高が 百万円で、 百万円の減少（ ％）となりました。これは主に、震災によ

る給湯器仮需が減少したことによるものです。 

空調・ポンプは売上高が 百万円で、 百万円の増加（＋ ％）となりました。これは、住宅エコポイン

ト廃止による反動減もありましたが、省エネ機器の増加、残暑によるエアコンの増加等によるものです。 

   

（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て、 百万円減少（ ％）し、

百万円となりました。  

 これは主に、受取手形及び売掛金の減少等によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べて、 百万円減少（ ％）し、 百万円となりました。 

 これは主に、支払手形及び買掛金の減少等によるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、 百万円増加（＋ ％）し、 百万円となりました。 

 これは主に、四半期純利益の計上によるものです。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点では通期業績予想等につきまして、平成24年７月31日に発表した業績予想を修正せず、据え置いておりま

す。なお、業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

51,708 △0.3

4,870 △1.4 4,456 1.0 414

△21.5 130 △0.6 544 △17.3

263 △10.7

18,613 802 △4.1

15,415 682 4.6

7,956 142 △1.8

9,234 119 1.3

2,294 △4.8

45,937

2,335 △6.2 35,091

41 0.4 10,846
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（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 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

（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、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。 

 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

（４）追加情報 

（役員退職慰労引当金） 

 当社は従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、事業年度末要支給額の100％を計上して

おりましたが、平成24年６月28日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。

 これにより、役員退職慰労引当金 百万円を長期未払金に振り替え、固定負債の「その他」に含めて表示し

ております。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

209
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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 1,831 1,697

受取手形及び売掛金 24,429 22,317

商品 4,386 4,681

繰延税金資産 179 179

その他 1,515 1,213

貸倒引当金 △50 △51

流動資産合計 32,292 30,038

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,272 4,276

減価償却累計額 △2,176 △2,238

建物及び構築物（純額） 2,095 2,038

機械装置及び運搬具 113 113

減価償却累計額 △93 △97

機械装置及び運搬具（純額） 20 16

土地 6,616 6,616

その他 414 476

減価償却累計額 △271 △302

その他（純額） 142 174

有形固定資産合計 8,875 8,845

無形固定資産   

その他 280 276

無形固定資産合計 280 276

投資その他の資産   

投資有価証券 3,748 3,572

長期貸付金 738 718

破産更生債権等 247 184

保険積立金 1,707 2,018

敷金及び保証金 353 350

その他 240 238

貸倒引当金 △251 △305

投資その他の資産合計 6,784 6,777

固定資産合計 15,939 15,898

資産合計 48,231 45,937
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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 24,570 22,178

短期借入金 800 1,200

1年内返済予定の長期借入金 3,291 2,917

1年内償還予定の社債 40 40

未払法人税等 322 227

預り金 95 113

賞与引当金 261 271

その他 537 557

流動負債合計 29,918 27,505

固定負債   

社債 80 60

長期借入金 4,543 4,689

繰延税金負債 1,064 1,016

再評価に係る繰延税金負債 368 368

退職給付引当金 493 484

役員退職慰労引当金 216 8

預り保証金 704 713

その他 37 245

固定負債合計 7,508 7,585

負債合計 37,426 35,091

純資産の部   

株主資本   

資本金 542 542

資本剰余金 434 434

利益剰余金 9,859 9,981

自己株式 △300 △297

株主資本合計 10,535 10,660

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6 △81

土地再評価差額金 262 263

その他の包括利益累計額合計 268 182

新株予約権 － 2

純資産合計 10,804 10,846

負債純資産合計 48,231 45,937
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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 51,871 51,708

売上原価 46,933 46,837

売上総利益 4,938 4,870

販売費及び一般管理費 4,410 4,456

営業利益 527 414

営業外収益   

受取利息 62 65

受取配当金 25 32

仕入割引 266 269

賃貸収入 114 121

その他 30 32

営業外収益合計 498 521

営業外費用   

支払利息 81 84

売上割引 147 169

手形売却損 41 34

賃貸費用 47 47

貸倒引当金繰入額 15 6

その他 34 47

営業外費用合計 367 390

経常利益 658 544

特別利益   

投資有価証券売却益 0 0

固定資産売却益 － 0

ゴルフ会員権売却益 － 2

特別利益合計 0 3

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 0 4

固定資産除却損 0 1

投資有価証券評価損 55 59

災害による損失 13 －

社葬費用 28 －

その他 2 3

特別損失合計 100 68

税金等調整前四半期純利益 559 479

法人税等 265 216

少数株主損益調整前四半期純利益 294 263

四半期純利益 294 263
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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 294 263

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △145 △87

その他の包括利益合計 △145 △87

四半期包括利益 148 175

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 148 175

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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