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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） 

 

(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 9,102 12.2 670 0.1 657 38.4 48 ―
24年3月期第3四半期 8,113 △7.8 669 △17.7 475 △32.6 △134 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 312百万円 （130.1％） 24年3月期第3四半期 135百万円 （△68.6％）

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 0.11 ―
24年3月期第3四半期 △0.30 ―

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 16,474 7,010 27.9
24年3月期 15,796 6,707 28.8
（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  4,595百万円 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3Q 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3Q 848,819 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3Q 450,146,836 株 24年3月期3Q 450,151,893 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のわが国の経済は、輸出の減少等により景気は停滞しておりましたが、復興需要の顕

在化や円高是正など景気回復の動きも見られます。しかしながら欧州債務問題の長期化やアジア諸国の景気動向な

ど、先行きが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、9,102百万円と前年同四半期に比べ989百万円

（12.2％）増加しました。また営業利益は、670百万円（前年同四半期営業利益669百万円）、経常利益は、657百

万円(前年同四半期経常利益475百万円)、四半期純利益は、48百万円(前年同四半期純損失134百万円)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 

本事業においては、各種容器、プリント基板等の販売にて売上を伸ばしたものの、ATM等の受注が下期に集中す

ることから、売上高は2,115百万円と前年同四半期に比べ237百万円減少し、セグメント損失は、18百万円（前年同

四半期セグメント損失26百万円）となりました。  

②住宅関連事業 

本事業においては、防蟻及び断熱工事等が前年より順調に推移したことに加えマンション販売数が増加したこと

により、売上高は6,792百万円と前年同四半期に比べ1,066百万円増加しました。セグメント利益は576百万円（前

年同四半期セグメント利益675百万円）となりました。したがって、通期を通しては、計画通りに推移するものと

想定しております。  

③投資・流通サービス事業 

本事業においては、新規顧客の増加及び固定費等コストの節約により、売上高は403百万円と前年同四半期に比

べ103百万円増加し、セグメント利益も、130百万円と前年同四半期に比べ47百万円の増加となり、今後も堅調に推

移するものと想定しております。 

  

（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の総資産は、前連結会計年度末に比べ678百万円増加し、16,474百万円となりまし

た。主な要因は、たな卸資産等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、374百万円増加し、9,463百万円となりました。主な要因は、流動負債

その他(未払金)等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303百万円増加し、7,010百万円となりました。 

    

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 

 連結業績予想につきましては、平成24年5月18日の「平成24年3月期決算短信」で公表しました連結業績予想に変

更はありません。 

   

（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。 

  

   

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 1,680,564 442,873

受取手形及び売掛金 1,809,805 2,019,840

たな卸資産 3,746,833 4,625,418

短期貸付金 276,012 303,306

繰延税金資産 52,424 64,928

その他 562,390 1,284,809

貸倒引当金 △48,575 △43,004

流動資産合計 8,079,455 8,698,172

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,400,238 2,470,280

機械装置及び運搬具 597,519 679,036

土地 3,685,517 3,699,932

建設仮勘定 115,967 －

その他 121,696 123,629

減価償却累計額 △1,919,547 △2,038,004

減損損失累計額 △230,537 △230,528

有形固定資産合計 4,770,854 4,704,346

無形固定資産   

借地権 317,020 326,395

その他 28,957 28,695

無形固定資産合計 345,977 355,090

投資その他の資産   

投資有価証券 65,058 41,817

関係会社株式 1,849,674 1,896,909

長期貸付金 49,786 37,977

差入保証金 459,300 569,390

繰延税金資産 3,567 10,600

その他 186,884 180,889

貸倒引当金 △14,398 △20,453

投資その他の資産合計 2,599,872 2,717,129

固定資産合計 7,716,704 7,776,567

資産合計 15,796,160 16,474,739
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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 2,336,186 1,925,960

短期借入金 1,534,744 1,633,492

1年内返済予定の長期借入金 617,280 653,087

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

未成工事受入金 295,919 280,685

未払法人税等 203,034 284,948

完成工事補償引当金 59,599 53,480

賞与引当金 28,350 68,540

繰延税金負債 － 1,675

その他 810,221 1,532,130

流動負債合計 5,915,336 6,464,000

固定負債   

社債 230,000 290,000

長期借入金 1,918,121 1,668,611

繰延税金負債 177,166 181,020

退職給付引当金 8,021 8,361

負ののれん 156,491 177,297

その他 683,715 674,522

固定負債合計 3,173,516 2,999,812

負債合計 9,088,853 9,463,813

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 1,630,755

自己株式 △18,273 △18,336

株主資本合計 4,624,089 4,663,988

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 △68,588

その他の包括利益累計額合計 △72,020 △68,588

少数株主持分 2,155,238 2,415,525

純資産合計 6,707,307 7,010,925

負債純資産合計 15,796,160 16,474,739
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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 8,113,182 9,102,943

売上原価 4,990,144 5,700,072

売上総利益 3,123,038 3,402,871

販売費及び一般管理費 2,453,501 2,732,541

営業利益 669,536 670,329

営業外収益   

受取利息 2,507 2,238

受取配当金 1,684 1,019

負ののれん償却額 16,428 16,428

持分法による投資利益 － 62,957

その他 40,012 36,980

営業外収益合計 60,632 119,624

営業外費用   

支払利息 70,115 76,018

持分法による投資損失 126,788 －

その他 57,893 56,000

営業外費用合計 254,798 132,018

経常利益 475,370 657,935

特別利益   

投資有価証券売却益 － 8,058

特別利益合計 － 8,058

特別損失   

固定資産売却損 － 2,524

固定資産除却損 1 1,347

投資有価証券評価損 2,845 10,999

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 2,846 34,013

税金等調整前四半期純利益 472,524 631,980

法人税、住民税及び事業税 366,460 329,795

法人税等調整額 △33,705 △10,811

法人税等合計 332,754 318,984

少数株主損益調整前四半期純利益 139,769 312,996

少数株主利益 274,249 264,533

四半期純利益又は四半期純損失（△） △134,479 48,462
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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 139,769 312,996

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,046 △4,386

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,142 3,572

その他の包括利益合計 △4,096 △814

四半期包括利益 135,673 312,182

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △139,843 51,894

少数株主に係る四半期包括利益 275,516 260,287
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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 

  

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。 

  

（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

  （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  2,338,521  5,616,660  157,999  8,113,182

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 15,203  109,871  141,891  266,966

計  2,353,725  5,726,532  299,891  8,380,149

セグメント利益又は損失(△)  △26,736  675,310  83,223  731,797

  （単位：千円）   

利益 金額   

報告セグメント計  731,797  

セグメント間取引消去  △9,621  

のれんの償却額  △52,639  

四半期連結損益計算書の営業利益  669,536
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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 

  

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   2,099,495   6,739,547   263,901   9,102,943

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

  16,322   53,407   139,270   209,000

計   2,115,818   6,792,955   403,171   9,311,944

セグメント利益又は損失(△)   △18,605   576,337   130,983   688,714

  （単位：千円）   

利益 金額   

報告セグメント計  688,714  

セグメント間取引消去  18,849  

のれんの償却額  △37,234  

四半期連結損益計算書の営業利益  670,329
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