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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 39,616 4.6 339 5.7 425 17.2 238 △64.7

24年3月期第2四半期 37,870 10.8 320 ― 363 ― 677 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 254百万円 （△62.8％） 24年3月期第2四半期 683百万円 （―％）

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 28.97 ―

24年3月期第2四半期 81.51 ―

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 36,128 9,307 22.9
24年3月期 33,240 9,112 24.4

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  8,284百万円 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  ：  有  
 

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） ― 7.00 7.00

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  ：  有  
 

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 86,000 0.4 820 1.2 870 0.3 1,050 0.9 127.34



(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2Q 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2Q 101,820 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2Q 8,249,209 株 24年3月期2Q 8,314,286 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、東日本大震災の復興需要を背景とした個人消費の

持ち直しの動きが見られたものの、欧州における金融危機や円高、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、新設住宅着工戸数の伸びが鈍化しながらも、

政府の住宅取得促進施策等の効果により堅調に推移いたしました。 

 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２四半期の業績は、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396億16百万円（前年同期比104.6％）、営業利益は３億39

百万円（前年同期比105.7％）、経常利益は４億25百万円（前年同期比117.2％）となりました。四半期

純利益は２億38百万円（前年同期比35.3％）となりましたが、前年同期においては上記２社の完全子会

社化に伴う負ののれん発生益５億５百万円を特別利益に計上したことによるものです。 

  

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、公共投資の落ち込みもあり、売上高は258億13百万円

（前年同期比100.0％）となり、セグメント利益は４億74百万円（前年同期比94.5％）となりまし

た。 

建設工事 

震災後の需要が落ち着いたものの、大型物件の完工等により、売上高は94億37百万円（前年同期

比113.7％）となり、利益率の改善からセグメント利益は53百万円（前年同期比429.2％）となりま

した。 

石油製品 

販売数量の減少により、売上高は26億95百万円（前年同期比95.1％）となり、セグメント利益は

５百万円（前年同期比90.9％）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15億11百万円（前年同期比193.4％）となりセグ

メント利益は１億48百万円（前年同期比151.3％）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１億58百万

円（前年同期比116.2％）、セグメント利益は60百万円（前年同期比221.1％）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、前連結会計年度末比28億87百万円増加して361億28

百万円(前連結会計年度末比108.7％)となりました。流動資産は同29億96百万円増加して286億３百万

円、固定資産は同１億９百万円減少して75億24百万円となりました。流動資産の増加の主なものは、受

取手形及び売掛金の増加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６百万円増加して

52億77百万円となりました。無形固定資産は、同11百万円増加して１億84百万円となりました。投資そ

の他の資産は、同１億27百万円減少して20億63百万円となりました。 

当第２四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26億92百万円増加して268億20百

万円（前連結会計年度末比111.2％）となりました。流動負債は、同30億55百万円増加して239億20百万

円、固定負債は同３億62百万円減少して29億円となりました。流動負債の増加の主なものは、支払手形

及び買掛金の増加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２四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１億94百万円増加して93億７百

万円（前連結会計年度末比102.1％）となりました。この増加の主なものは、利益剰余金の増加による

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22.9％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、第３四半期において特別利益の計上が見込まれるこ

とから、通期の連結業績予想を変更しております。なお、詳しくは本日公表の「特別利益(負ののれん

発生益)の計上、業績予想の修正および配当予想の修正（記念配当の実施）に関するお知らせ」をご覧

下さい。 

  
  

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、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 3,747 3,008

受取手形及び売掛金 18,094 20,070

商品及び製品 508 542

販売用不動産 1,651 1,602

未成工事支出金 1,253 2,967

原材料及び貯蔵品 25 20

その他 387 439

貸倒引当金 △60 △48

流動資産合計 25,606 28,603

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,509 3,553

その他（純額） 1,761 1,724

有形固定資産合計 5,270 5,277

無形固定資産 173 184

投資その他の資産   

その他 2,535 2,361

貸倒引当金 △345 △298

投資その他の資産合計 2,190 2,063

固定資産合計 7,634 7,524

資産合計 33,240 36,128

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,726 19,880

短期借入金 630 530

1年内返済予定の長期借入金 819 775

未払法人税等 83 174

賞与引当金 204 222

工事損失引当金 5 17

完成工事補償引当金 43 42

災害損失引当金 7 7

その他 1,344 2,270

流動負債合計 20,864 23,920

固定負債   

長期借入金 1,766 1,507

退職給付引当金 319 282

負ののれん 7 5

資産除去債務 18 18

その他 1,152 1,085

固定負債合計 3,262 2,900

負債合計 24,127 26,820
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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) 

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 7,526

自己株式 △21 △21

株主資本合計 8,059 8,240

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 64 43

その他の包括利益累計額合計 64 43

少数株主持分 988 1,023

純資産合計 9,112 9,307

負債純資産合計 33,240 36,128
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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 37,870 39,616

売上原価 34,826 36,412

売上総利益 3,043 3,203

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 1,271 1,341

その他 1,450 1,522

販売費及び一般管理費合計 2,722 2,863

営業利益 320 339

営業外収益   

受取利息 18 16

受取配当金 11 11

負ののれん償却額 1 1

持分法による投資利益 4 3

雑収入 88 112

営業外収益合計 124 144

営業外費用   

支払利息 50 38

債権売却損 19 12

雑損失 11 6

営業外費用合計 81 57

経常利益 363 425

特別利益   

固定資産売却益 0 6

負ののれん発生益 505 －

特別利益合計 506 6

特別損失   

固定資産売却損 1 －

固定資産除却損 1 0

投資有価証券評価損 － 4

特別損失合計 3 4

税金等調整前四半期純利益 866 426

法人税等 163 151

少数株主損益調整前四半期純利益 702 275

少数株主利益 24 36

四半期純利益 677 238
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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 702 275

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18 △21

その他の包括利益合計 △18 △21

四半期包括利益 683 254

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 659 218

少数株主に係る四半期包括利益 24 36
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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 866 426

減価償却費 106 132

負ののれん償却額 △1 △1

負ののれん発生益 △505 －

受取利息及び受取配当金 △29 △27

支払利息 69 51

持分法による投資損益（△は益） △4 △3

有形固定資産除売却損益（△は益） 2 △5

売上債権の増減額（△は増加） △2,761 △1,915

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,265 △1,694

その他の資産の増減額（△は増加） 32 51

仕入債務の増減額（△は減少） 4,073 2,153

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,382 885

その他の負債の増減額（△は減少） △24 71

その他 △84 △148

小計 856 △24

利息及び配当金の受取額 29 27

利息の支払額 △69 △50

法人税等の支払額 △29 △38

持分法適用会社からの配当金の受取額 0 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 787 △86

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 △25 △32

定期預金の払戻による収入 44 54

固定資産の取得による支出 △114 △146

固定資産の売却による収入 1 8

投資有価証券の取得による支出 △1 △0

投資有価証券の売却による収入 0 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

437 －

関係会社株式の取得による支出 △3 －

貸付けによる支出 △154 △118

貸付金の回収による収入 112 87

リース用資産の取得による支出 △2 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 295 △148
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △440 △100

長期借入れによる収入 100 120

長期借入金の返済による支出 △371 △422

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △41 △57

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

リース債務の返済による支出 △4 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △759 △482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 323 △716

現金及び現金同等物の期首残高 4,285 3,681

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,609 2,964
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該当事項はありません。 

  

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  セグメント利益の調整額△325百万円には、セグメント間取引消去37百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△363百万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  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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 

(重要な負ののれん発生益) 

「建設資材」セグメントにおいて、株式会社ニッケーの株式を新たに取得したことに伴い、また、

「資材運送」セグメントにおいて、株式会社サツイチの株式を新たに取得したことに伴い負ののれん発

生益を計上しております。 

なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては「建設資

材」１億81百万円および「資材運送」３億23百万円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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 25,816 8,299 2,835 781 37,733 136 37,870 ― 37,870

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

796 150 58 227 1,233 25 1,258 △1,258 ―

計 26,613 8,450 2,893 1,008 38,966 161 39,128 △1,258 37,870

セグメント利益 501 12 6 98 618 27 646 △325 320
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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  セグメント利益の調整額△403百万円には、セグメント間取引消去21百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△425百万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  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(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 25,813 9,437 2,695 1,511 39,457 158 39,616 ― 39,616

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

631 253 57 228 1,171 26 1,197 △1,197 ―

計 26,444 9,690 2,753 1,739 40,628 184 40,813 △1,197 39,616

セグメント利益 474 53 5 148 682 60 743 △403 339
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