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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

(注）当社は、平成24年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いましたが、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、 

   1株当たり四半期純利益を算定しております。 

(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3四半期 30,642 5.9 1,999 26.0 2,059 25.3 1,215 41.7

24年3月期第3四半期 28,939 9.7 1,585 87.3 1,643 79.3 857 37.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,190百万円 （52.6％） 24年3月期第3四半期 779百万円 （237.4％）

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3四半期 46.69 ―

24年3月期第3四半期 33.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 29,834 16,627 55.7

24年3月期 28,403 15,097 53.2

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  16,627百万円 24年3月期  15,097百万円

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  

（注）1. 平成24年3月期第2四半期末の配当は、平成24年1月1日付の株式分割（1株を2株に分割）を考慮しておりません。詳細につきましては、次ページ 

     「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧下さい。 

   2. 平成24年3月期の第2四半期末の配当14円には、東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部指定記念配当1円が含まれております。 

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 ― 14.00 ― 6.50 ―

25年3月期 ― 6.50 ―

25年3月期（予想） 7.00 13.50

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 40,545 4.6 2,446 27.0 2,506 24.1 1,452 38.8 54.96
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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（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 

（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成24年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いましたが、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、期末発行済株式数（自己株式を含む）及び期末自己株式数並びに期中平均株式数（四半期累計）を算定しております。 

※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 

に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。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につきましては、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

2．当社は、平成24年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の 

  配当状況につきましては、以下のとおりとなります。 

    基準日：平成24年3月期     第2四半期末 7円00銭 期末 6円50銭 年間合計 13円50銭 

    基準日：平成25年3月期(予想) 第2四半期末 6円50銭 期末 7円00銭 年間合計 13円50銭 

3．平成25年3月期の連結業績予想の1株当たり当期純利益は、平成24年12月12日に実施した公募増資1,400,000株及び平成24年12月27日に実施した 

  第三者割当増資300,000株を含めた予定期中平均株式数により算出しております。 

※  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3Q 28,757,000 株 24年3月期 27,057,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,134,871 株 24年3月期 1,134,633 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 26,029,476 株 24年3月期3Q 25,922,485 株
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(１) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州の債務危機や海外経済の減速、生産や輸出の弱含みな

ど景気を下押しするリスクもありますが、東日本大震災の復興需要を背景に緩やかな回復基調にあることに加

え、景気対策への期待感から円安や株式市況も持ち直しの動きが見られるなど、景気回復に明るい兆しを見せ始

めております。 

当社グループ関連業界におきましては、震災の復興を中心に公共投資の増加に加え、新設住宅着工戸数や設備

投資も緩やかに持ち直してきております。 

このような状況のもとで、当社は自社製品の拡販、新規販売先の開拓や休眠客の掘り起こしなどの営業活動を

展開するとともに、連結子会社である三和電材株式会社との事業拡大を図っております。 

その結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は30,642百万円(前年同期比5.9％増)となりました。利益面につ

きましては、復興需要による売上増と売上総利益率の改善により、営業利益は1,999百万円(同26.0％増)、経常

利益は2,059百万円(同25.3％増)、四半期純利益は1,215百万円(同41.7％増)となりました。 

   

  当第3四半期連結累計期間におけるセグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

   

＜産業資材＞ 

土木・建築を始め、物流や船舶、電力、鉄道、営林、農園芸、環境、街路緑化、産業廃棄物関連などさまざま

な業界に商材を供給している当セグメントは、港湾・土木を中心に震災復興向け資材の受注や、仮設足場部材、

機械・工具類の需要の高まりもあり、当セグメントの売上高は18,867百万円(前年同期比6.8％増)となりまし

た。また、復興需要による売上増と売上総利益率の改善により、セグメント利益は1,483百万円(同28.9％増)と

なりました。 

   

＜鉄構資材＞ 

推定鉄骨需要量は若干の回復基調で推移する状況で、前期の緊急仮設住宅向けのターンバックル・ブレースや

その関連部材などの反動減が第1四半期連結会計期間ではあったものの、第2四半期連結会計期間から第3四半期

連結会計期間にかけては民間を主体とした建物の復興が始まり、また学校施設など耐震補強工事の需要の増加、

物流倉庫や工場などの建築物件の進展により、第1四半期連結会計期間の落ち込みを補い、最終的には当セグメ

ントの売上高は6,718百万円(前年同期比1.6％増)となりました。なお、復興に絡めた第2四半期連結会計期間以

降の工場製品の受注急増と原材料価格の低下により原価が低減したことで売上総利益率は改善し、セグメント利

益は437百万円(同40.0％増)と大幅に拡大しました。 

   

＜電設資材＞ 

着工建築物及び設備投資需要は一部持ち直しの動きは見られるものの、依然として低水準で推移しています

が、住宅関連需要及び太陽光発電などの省エネ・環境関連需要を積極的に取込んだ結果、当セグメントの売上高

は5,057百万円(前年同期比8.3％増)となりました。また、受注競争の激化により売上総利益率は減少したものの

販売費及び一般管理費の削減により、セグメント利益は108百万円(同32.6％増)となりました。 

   

   

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末（28,403百万円）と比較して1,431百万円

増加し、29,834百万円となりました。これは、繰延税金資産の減少等があったものの、増資による現金及び預金

の増加並びに売上債権及び信託受益権の増加等を主因として、流動資産が1,508百万円増加したこと等によりま

す。 

負債合計は、前連結会計年度末（13,305百万円）と比較して98百万円減少し、13,207百万円となりました。こ

れは、仕入債務及び未払金の増加等があったものの、未払法人税等及び賞与引当金の減少等を主因として、流動

負債が74百万円減少したこと等によります。 

純資産合計は、前連結会計年度末（15,097百万円）と比較して1,530百万円増加し、16,627百万円となりまし

た。これは、増資による資本金及び資本剰余金の増加がそれぞれ338百万円並びに四半期純利益1,215百万円によ

る増加があったものの、剰余金の配当336百万円の支払いによる減少があったこと等によります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末（53.2％）比、2.5ポイント改善し55.7％となりました。 

   

   

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 

最近の業績動向を踏まえ、平成24年5月11日に公表した平成25年3月期の通期業績予想を次のとおり修正いたし

ました。  

   

①平成25年3月期通期連結業績予想数値の修正(平成24年4月1日～平成25年3月31日)   

   

②平成25年3月期通期個別業績予想数値の修正(平成24年4月1日～平成25年3月31日) 

   

（修正の理由） 

港湾・土木を中心に震災復興向け資材の受注や、仮設足場部材、機械・工具類の需要の高まり、物流倉庫

や工場などの建築物件の進展により、売上高は概ね計画通りの見込みであります。 

利益につきましては、復興需要による売上増と売上総利益率の改善により、営業利益、経常利益及び当期

純利益は、前回予想を上回る見通しであります。 

   

   

(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3四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 

１株当たり 

当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(Ａ)  40,300  2,206  2,279  1,273  49.13

今回修正予想(Ｂ)  40,545  2,446  2,506  1,452  54.96

増 減 額(Ｂ－Ａ)  245  240  226  178  

増 減 率(  ％  )  0.6  10.9  9.9  14.0  

(ご参考)前期実績 

(平成24年3月期) 

 38,745  1,926  2,019  1,046  40.36

  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

前回発表予想(Ａ)  33,500  2,106  2,089  1,198  46.24

今回修正予想(Ｂ)  33,742  2,342  2,316  1,376  52.10

増 減 額(Ｂ－Ａ)  242  236  227  177  

増 減 率(  ％  )  0.7  11.2  10.9  14.8  

(ご参考)前期実績 

(平成24年3月期) 

 32,362  1,888  1,895  1,023  39.48

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３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,790,171 3,818,242 

受取手形及び売掛金 11,214,378 11,711,326 

商品及び製品 2,198,238 2,162,772 

仕掛品 121,134 123,789 

原材料及び貯蔵品 351,057 339,877 

その他 1,915,280 1,937,633 

貸倒引当金 △61,923 △56,692 

流動資産合計 18,528,337 20,036,948 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,094,400 2,196,506 

土地 5,752,189 5,752,013 

その他（純額） 579,237 538,759 

有形固定資産合計 8,425,826 8,487,279 

無形固定資産   

のれん 183,700 137,775 

その他 194,762 168,737 

無形固定資産合計 378,462 306,512 

投資その他の資産   

その他 1,180,165 1,095,583 

貸倒引当金 △109,593 △91,364 

投資その他の資産合計 1,070,572 1,004,219 

固定資産合計 9,874,861 9,798,011 

資産合計 28,403,198 29,834,959 
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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３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,098,435 5,188,890 

短期借入金 700,000 650,000 

未払金 4,009,808 4,413,536 

未払法人税等 591,476 229,413 

賞与引当金 460,905 226,960 

販売促進引当金 － 11,747 

その他 690,610 755,712 

流動負債合計 11,551,235 11,476,260 

固定負債   

退職給付引当金 1,197,460 1,169,232 

役員退職慰労引当金 271,820 279,864 

その他 285,282 281,988 

固定負債合計 1,754,562 1,731,085 

負債合計 13,305,798 13,207,346 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,328,100 2,666,485 

資本剰余金 2,096,170 2,434,555 

利益剰余金 12,325,230 13,203,523 

自己株式 △498,553 △498,687 

株主資本合計 16,250,946 17,805,875 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 377,763 338,795 

繰延ヘッジ損益 8,258 22,511 

土地再評価差額金 △1,539,569 △1,539,569 

その他の包括利益累計額合計 △1,153,547 △1,178,262 

純資産合計 15,097,399 16,627,613 

負債純資産合計 28,403,198 29,834,959 
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 28,939,400 30,642,961 

売上原価 22,688,797 23,771,338 

売上総利益 6,250,603 6,871,623 

販売費及び一般管理費 4,664,640 4,872,565 

営業利益 1,585,962 1,999,057 

営業外収益   

受取利息 5,353 9,477 

受取配当金 1,826 1,810 

仕入割引 81,464 89,738 

雑収入 23,336 19,514 

営業外収益合計 111,981 120,541 

営業外費用   

売上割引 37,062 40,302 

支払利息 1,752 1,479 

新株発行費 － 12,258 

雑損失 15,287 6,556 

営業外費用合計 54,101 60,597 

経常利益 1,643,842 2,059,001 

特別利益   

固定資産売却益 87 179 

特別利益合計 87 179 

特別損失   

固定資産売却損 985 238 

固定資産除却損 854 7,848 

特別損失合計 1,840 8,086 

税金等調整前四半期純利益 1,642,088 2,051,095 

法人税、住民税及び事業税 624,379 683,575 

法人税等調整額 160,247 152,237 

法人税等合計 784,627 835,813 

少数株主損益調整前四半期純利益 857,461 1,215,281 

四半期純利益 857,461 1,215,281 
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 857,461 1,215,281 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △101,669 △38,968 

繰延ヘッジ損益 △5,693 14,252 

土地再評価差額金 29,889 － 

その他の包括利益合計 △77,473 △24,715 

四半期包括利益 779,988 1,190,566 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 779,988 1,190,566 

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。 

  

   

  当社は、平成24年12月12日を払込期日とする公募増資及び平成24年12月27日を払込期日とするオーバーアロット

メントによる売出しに関連して行う第三者割当増資を行いました。 

  この結果、当第3四半期連結会計期間において資本金及び資本剰余金がそれぞれ338,385千円増加し、当第3四半

期連結会計期間末において資本金が2,666,485千円、資本剰余金が2,434,555千円となっております。   

   

   

Ⅰ  前第3四半期連結累計期間(自  平成23年4月1日  至  平成23年12月31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：千円) 

(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額41,617千円には、のれんの償却額△45,925千円が含まれております。 

2.セグメント利益又は損失(△)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。 

   

   

Ⅱ  当第3四半期連結累計期間(自  平成24年4月1日  至  平成24年12月31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：千円) 

(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△29,855千円には、のれんの償却額△45,925千円が含まれておりま

  す。 

2.セグメント利益又は損失(△)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。 

3.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に記載のとおり、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たため、報告セグメントの減価償却方法を改正後の法人税法に基づく方法

  に変更しております。 

  これによる当第3四半期連結累計期間のセグメント利益又は損失(△)に与える影響は軽微であります。 

   

   

（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

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 

調整額 

(注1) 

四半期連結 

損益計算書 

計上額(注2) 

産業資材 鉄構資材 電設資材 計 

売上高 

(1)外部顧客への売上高  17,660,314  6,611,485  4,667,600  28,939,400 －   28,939,400

(2)セグメント間の内部売上高  198,284  79,186  40,478  317,949  △317,949 －  

    又は振替高    

計  17,858,599  6,690,671  4,708,079  29,257,350  △317,949  28,939,400

セグメント利益又は損失(△)  1,150,691  312,097  81,557  1,544,345  41,617  1,585,962

  

報告セグメント 

調整額 

(注1) 

四半期連結 

損益計算書 

計上額(注2) 

産業資材 鉄構資材 電設資材 計 

売上高 

(1)外部顧客への売上高  18,867,051  6,718,767  5,057,143    30,642,961 －   30,642,961 

(2)セグメント間の内部売上高  168,061  64,455  28,710  261,226  △261,226 －  

    又は振替高 

計  19,035,112  6,783,222  5,085,853  30,904,188  △261,226  30,642,961

セグメント利益又は損失(△)(注3)    1,483,728  437,002  108,182  2,028,913  △29,855  1,999,057
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