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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 

  

(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 26,544 △1.7 2,016 △4.5 2,162 △1.7 1,262 117.4
24年3月期第2四半期 27,000 25.5 2,111 127.1 2,198 120.9 580 30.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 821百万円 （64.4％） 24年3月期第2四半期 500百万円 （△13.0％）

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 61.09 ―
24年3月期第2四半期 28.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第2四半期 45,142 27,648 58.5 1,277.09
24年3月期 47,039 26,953 54.7 1,245.48
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  26,395百万円 24年3月期  25,742百万円

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 ― 5.50 ― 5.50 11.00
25年3月期 ― 5.50
25年3月期（予想） ― 5.50 11.00

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、対前期増減率）

（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

通期 53,000 △4.1 3,800 2.6 3,900 5.4 2,050 54.5 99.18



(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、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
するレビュー手続きが実施中であります。 

※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、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）P.2「（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

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2Q 24,986,599 株 24年3月期 24,986,599 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 4,317,890 株 24年3月期 4,317,753 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 20,668,736 株 24年3月期2Q 20,669,050 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気回復の動きがみられたものの、公共

投資の縮減や景気減速懸念による民間設備投資の抑制等、依然として厳しい経営環境が続いておりま

す。 

 当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は265億44百万円（前年同四半期比

1.7％減）、営業利益は20億16百万円（同4.5％減）となり、経常利益は21億62百万円（同1.7％

減）、四半期純利益は12億62百万円（同117.4％増）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 コンクリート二次製品関連事業 

コンクリート二次製品関連事業につきましては、価格競争の激化等、厳しい経営環境の中で、積

極的な営業展開を推進いたしました。その結果、当部門の売上高は、221億49百万円（前年同四半

期比2.9％減）となり、営業利益は、16億41百万円（同16.3％減）となりました。 

  

 ② 情報関連事業 

情報関連事業につきましては、売上高は、25億81百万円（前年同四半期比9.8％増）となり、営

業利益は、1億34百万円（同0.5％減）となりました。 

  

 ③ その他事業 

その他事業につきましては、売上高は、18億13百万円（前年同四半期比1.5％減）となり、営業

利益は、6億17百万円（同36.2％増）となりました。 

  

当第２四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18億97百万円減少し、451億42

百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ25億93百万円減少し、174億

93百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ6億95百万増加し、276億48

百万円となりました。 

  

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10日に公表しました「平成24年３月

期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載した数値から変更しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

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 9,319 9,180

受取手形及び売掛金 18,638 16,444

商品及び製品 2,135 2,006

仕掛品 52 189

原材料及び貯蔵品 625 577

その他 939 949

貸倒引当金 △1,151 △1,111

流動資産合計 30,560 28,236

固定資産   

有形固定資産 10,793 11,961

土地 5,093 5,747

その他 5,699 6,213

無形固定資産 537 474

投資その他の資産 5,148 4,469

固定資産合計 16,478 16,905

資産合計 47,039 45,142

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,192 10,459

短期借入金 56 1

未払法人税等 956 709

その他 4,076 3,708

流動負債合計 17,282 14,878

固定負債   

退職給付引当金 692 712

役員退職慰労引当金 473 400

その他 1,638 1,501

固定負債合計 2,804 2,614

負債合計 20,086 17,493

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,146 2,146

資本剰余金 1,844 1,844

利益剰余金 21,800 22,949

自己株式 △1,360 △1,360

株主資本合計 24,430 25,579

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,312 816

その他の包括利益累計額合計 1,312 816

少数株主持分 1,210 1,253

純資産合計 26,953 27,648

負債純資産合計 47,039 45,142
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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 27,000 26,544

売上原価 22,236 21,940

売上総利益 4,763 4,603

販売費及び一般管理費 2,652 2,586

営業利益 2,111 2,016

営業外収益   

受取配当金 37 43

貸倒引当金戻入額 － 39

その他 86 88

営業外収益合計 124 171

営業外費用   

支払利息 4 1

その他 31 24

営業外費用合計 36 26

経常利益 2,198 2,162

特別利益   

固定資産売却益 － 12

その他 6 31

特別利益合計 6 43

特別損失   

固定資産除売却損 79 －

役員退職慰労金 1 21

減損損失 885 －

その他 6 20

特別損失合計 973 42

税金等調整前四半期純利益 1,231 2,163

法人税、住民税及び事業税 804 753

法人税等調整額 △199 89

法人税等合計 605 843

少数株主損益調整前四半期純利益 625 1,319

少数株主利益 44 56

四半期純利益 580 1,262
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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 625 1,319

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △125 △497

その他の包括利益合計 △125 △497

四半期包括利益 500 821

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 455 766

少数株主に係る四半期包括利益 44 54
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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 1,231 2,163

減価償却費 787 772

減損損失 885 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 94 △42

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△27 △52

受取利息及び受取配当金 △38 △43

支払利息 4 1

有形固定資産除売却損益（△は益） 79 △12

売上債権の増減額（△は増加） △2,058 2,188

たな卸資産の増減額（△は増加） △143 40

仕入債務の増減額（△は減少） 1,108 △2,167

その他 131 △364

小計 2,056 2,484

利息及び配当金の受取額 38 43

利息の支払額 △4 △1

法人税等の支払額 △753 △999

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,336 1,527

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △532 △1,402

有形固定資産の売却による収入 263 37

投資有価証券の取得による支出 △2 △1

投資有価証券の売却による収入 11 0

貸付金の回収による収入 0 1

その他 △23 △68

投資活動によるキャッシュ・フロー △283 △1,431

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △318 △54

長期借入金の返済による支出 △514 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △103 △113

少数株主への配当金の支払額 △10 △12

その他 △85 △100

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,031 △281

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21 △186

現金及び現金同等物の期首残高 8,269 9,039

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,290 8,852
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該当事項はありません。 

  

  （セグメント情報） 

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）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、技術提供収入部門、レジャー部

門、不動産賃貸収入部門及び環境衛生部門が含まれております。 

2.セグメント利益の調整額△440百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用

は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

3.セグメント利益の調整後の金額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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）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、技術提供収入部門、レジャー部

門、不動産賃貸収入部門及び環境衛生部門が含まれております。 

2.セグメント利益の調整額△377百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用

は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

3.セグメント利益の調整後の金額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

該当事項はありません。  

（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1）

合計
調整額
（注2）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注3）

コンクリー
ト二次製品

関連
情報関連 計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

22,807 2,351 25,158 1,841 27,000 ― 27,000

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

15 ― 15 2,239 2,255 △2,255 ―

     計 22,823 2,351 25,174 4,080 29,255 △2,255 27,000

セグメント利益 1,962 135 2,097 453 2,551 △440 2,111

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）

コンクリー
ト二次製品

関連
情報関連 計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

22,149 2,581 24,730 1,813 26,544 ― 26,544

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

10 ― 10 2,241 2,252 △2,252 ―

     計 22,160 2,581 24,741 4,055 28,796 △2,252 26,544

セグメント利益 1,641 134 1,776 617 2,394 △377 2,016

（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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