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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 5,817 9.0 284 △41.6 259 △13.3 △35 ―
24年3月期第2四半期 5,339 0.1 487 51.0 299 30.3 △105 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 43百万円 （△30.7％） 24年3月期第2四半期 63百万円 （△27.9％）

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 △0.08 ―
24年3月期第2四半期 △0.23 ―

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 16,946 6,742 26.6
24年3月期 15,796 6,707 28.8
（参考） 自己資本  25年3月期第2四半期  4,504百万円 24年3月期  4,552百万円

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 ― ― ― 0.05 0.05
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 0.05 0.05

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 12,000 8.2 750 12.4 650 13.6 110 478.9 0.24

    



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく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P.3「１．当四半期決算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」をご覧く
ださい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 450,993,208 株 24年3月期 450,993,208 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 848,019 株 24年3月期 844,051 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 450,147,799 株 24年3月期2Q 450,152,949 株
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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経済は、東日本大震災の影響による景気の停滞から持ち直しつつあるも

のの、円高傾向の継続、欧州債務危機問題の長期化に加え消費税率引き上げ法案が可決されたことによる将来的な影

響など、国内景気の先行きは極めて不透明な状況にあります。 

 かかる情勢の下での当グループの経営成績は、売上高は、5,817百万円と前年同四半期と比べ478百万円(9.0%）増

加しました。営業利益は、284百万円と広告宣伝費等の先行投資を行った結果、販売費及び一般管理費が増加し、前

年同四半期に比べ202百万円(41.6%)の減少となりました。経常利益は、259百万円と前年同四半期に比べ39百万円

(13.3%)の減少となりました。 

 また、四半期純損失は、35百万円(前年同四半期純損失105百万円)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製造供給事業 

売上高は、1,367百万円と円高の定着が継続する中で、押出機の本体ではなく、オーバーホール等の部品販売に注

力しましたが、当該事業の売上が下期に集中する傾向が顕著になっており、前年同四半期に比べ223百万円（14.1%）

減少し、セグメント損失は、63百万円（前年同四半期セグメント損失2百万円）となりました。 

  

②住宅関連事業 

売上高は4,335百万円と昨年より引き続き注力している断熱工事が順調に推移していること及びマンションの引渡

数の増加にともない、前年同四半期に比べ554百万円（14.7%）増加したものの、セグメント利益は、297百万円と先

行投資としてマンションの竣工時期に合わせた広告宣伝費等の増加にともない、前年同四半期に比べ187百万円の減

少となりました。 

  

③投資・流通サービス事業 

売上高は257百万円と前年同四半期に比べ91百万円（55.0%）増加し、セグメント利益は、71百万円と前年同四半期

に比べ33百万円の増加となり、今後も順調に推移すると予想されます。 

  

(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の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,150百万円増加し、16,946百万円となりまし

た。主な要因は、マンションの竣工に伴うたな卸資産の増加及び販売高増に伴う受取手形及び売掛金が増加したこと

などによります。 

 また、負債は、前連結会計年度末に比べ、1,115百万円増加し、10,203百万円となりました。主な要因は、支払手

形及び買掛金が増加したことなどによります。 

 この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ35百万円増加し、6,742百万円となりました。 

  

 キャッシュ・フローの状況 

 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（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より

981百万円減少し、565百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の支出は、713百万円（前年同四半期は408百万円の収入）

となりました。主な要因は、マンションの竣工に伴うたな卸資産の増加などによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、331百万円（前年同四半期は192百万円の支出）

となりました。主な要因は、断熱工事を行うための車両運搬具等の積極的な購入に伴う有形固定資産の取得などによ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の収入は、63百万円（前年同四半期は388百万円の支出）

となりました。主な要因は、短期借入による収入などによるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

（注）１ 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。  

   

（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 

  該当事項はありません。   

   

（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。 

 これによる、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。 

  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 通   期 12,000百万円 750百万円 650百万円 110百万円

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 1,680,564 705,280

受取手形及び売掛金 1,809,805 2,016,037

たな卸資産 3,746,833 5,275,093

短期貸付金 276,012 324,873

繰延税金資産 52,424 46,642

その他 562,390 783,275

貸倒引当金 △48,575 △47,515

流動資産合計 8,079,455 9,103,687

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,400,238 2,463,923

機械装置及び運搬具 597,519 663,499

土地 3,685,517 3,686,282

建設仮勘定 115,967 －

その他 121,696 120,124

減価償却累計額 △1,919,547 △1,977,987

減損損失累計額 △230,537 △230,537

有形固定資産合計 4,770,854 4,725,306

無形固定資産   

借地権 317,020 317,020

その他 28,957 28,500

無形固定資産合計 345,977 345,521

投資その他の資産   

投資有価証券 65,058 55,609

関係会社株式 1,849,674 1,847,545

長期貸付金 49,786 42,083

差入保証金 459,300 648,586

繰延税金資産 3,567 3,679

その他 186,884 192,238

貸倒引当金 △14,398 △17,733

投資その他の資産合計 2,599,872 2,772,010

固定資産合計 7,716,704 7,842,837

資産合計 15,796,160 16,946,524
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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   

支払手形及び買掛金 2,336,186 2,417,511

短期借入金 1,534,744 1,758,583

1年内返済予定の長期借入金 617,280 688,180

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

未成工事受入金 295,919 313,683

未払法人税等 203,034 202,372

完成工事補償引当金 59,599 55,144

賞与引当金 28,350 27,190

繰延税金負債 － 1,898

その他 810,221 1,743,674

流動負債合計 5,915,336 7,238,238

固定負債   

社債 230,000 215,000

長期借入金 1,918,121 1,710,888

繰延税金負債 177,166 174,384

退職給付引当金 8,021 8,248

負ののれん 156,491 180,631

その他 683,715 676,595

固定負債合計 3,173,516 2,965,748

負債合計 9,088,853 10,203,986

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,077,766 2,077,766

資本剰余金 973,803 973,803

利益剰余金 1,590,793 1,546,966

自己株式 △18,273 △18,326

株主資本合計 4,624,089 4,580,209

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △72,020 △75,817

その他の包括利益累計額合計 △72,020 △75,817

少数株主持分 2,155,238 2,238,145

純資産合計 6,707,307 6,742,537

負債純資産合計 15,796,160 16,946,524
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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 5,339,517 5,817,674

売上原価 3,241,658 3,637,129

売上総利益 2,097,859 2,180,544

販売費及び一般管理費 1,610,630 1,895,784

営業利益 487,228 284,760

営業外収益   

受取利息 1,581 1,385

受取配当金 1,654 930

負ののれん償却額 10,952 10,952

持分法による投資利益 － 20,761

その他 24,898 30,451

営業外収益合計 39,086 64,481

営業外費用   

支払利息 47,790 51,550

貸倒引当金繰入額 18,338 －

持分法による投資損失 117,104 －

その他 43,884 38,170

営業外費用合計 227,117 89,721

経常利益 299,198 259,520

特別損失   

固定資産除却損 － 1,347

投資有価証券評価損 1,153 9,999

関係会社株式評価損 － 999

関係会社株式売却損 － 18,140

特別損失合計 1,153 30,488

税金等調整前四半期純利益 298,044 229,032

法人税、住民税及び事業税 241,888 177,416

法人税等調整額 △8,813 5,011

法人税等合計 233,075 182,428

少数株主損益調整前四半期純利益 64,969 46,603

少数株主利益 170,479 81,930

四半期純損失（△） △105,510 △35,326
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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利益 64,969 46,603

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,371 774

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,175 △3,595

その他の包括利益合計 △1,804 △2,820

四半期包括利益 63,164 43,783

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △108,795 △39,123

少数株主に係る四半期包括利益 171,960 82,906
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 298,044 229,032

減価償却費 83,887 93,563

のれん償却額 24,143 24,140

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,914 2,973

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,707 226

受取利息及び受取配当金 △3,236 △2,316

支払利息 49,547 51,550

持分法による投資損益（△は益） 117,104 △20,761

固定資産除却損 － 1,347

投資有価証券評価損益（△は益） 1,153 9,999

関係会社株式売却損益（△は益） － 18,140

関係会社株式評価損 － 999

売上債権の増減額（△は増加） △476,055 △149,830

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,185 △1,528,259

仕入債務の増減額（△は減少） 316,055 70,563

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,138 14,288

その他 230,466 698,106

小計 547,855 △486,232

利息及び配当金の受取額 3,016 2,109

利息の支払額 △49,576 △51,740

法人税等の支払額 △92,987 △178,079

営業活動によるキャッシュ・フロー 408,306 △713,942

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 △12,978 △10,205

定期預金の払戻による収入 10,535 －

有形固定資産の取得による支出 △69,094 △77,628

無形固定資産の取得による支出 △952 －

投資有価証券の取得による支出 △3 －

投資有価証券の売却による収入 － 54

貸付けによる支出 △79,781 △213,616

貸付金の回収による収入 26,541 171,759

差入保証金の差入による支出 △43,547 △193,986

預り保証金の受入による収入 － 3,184

投資その他の資産の増減額（△は増加） △23,588 △11,459

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,870 △331,899
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（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) 

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 830,264 1,586,796

短期借入金の返済による支出 △729,249 △1,347,958

長期借入れによる収入 380,000 160,000

長期借入金の返済による支出 △613,998 △311,332

社債の償還による支出 △246,500 △15,000

自己株式の取得による支出 △78 △52

配当金の支払額 △8,755 △8,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △388,318 63,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △172,882 △981,889

現金及び現金同等物の期首残高 1,022,170 1,547,032

現金及び現金同等物の四半期末残高 849,288 565,142
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該当事項はありません。  

   

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 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

  

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。 

  

（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：千円） 

  

報告セグメント 

製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

計 

売上高         

外部顧客への売上高  1,583,572  3,686,020  69,925  5,339,517

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 7,684  94,749  96,477  198,910

計  1,591,256  3,780,769  166,402  5,538,427

セグメント利益又は損失(△)  △2,029  484,791  37,865  520,627

  （単位：千円）   

利益 金額   

報告セグメント計  520,627  

セグメント間取引消去  1,694  

のれんの償却額  △35,093  

四半期連結損益計算書の営業利益  487,228
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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及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

  

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。  

  （単位：千円） 

  

報告セグメント 

製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

計 

売上高         

外部顧客への売上高   1,355,135   4,296,412   166,125   5,817,674

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

  12,279   38,701   91,724   142,705

計   1,367,414   4,335,114   257,850   5,960,379

セグメント利益又は損失(△)   △63,910   297,252   71,757   305,098

  （単位：千円）   

利益 金額   

報告セグメント計  305,098  

セグメント間取引消去  14,755  

のれんの償却額  △35,093  

四半期連結損益計算書の営業利益  284,760
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