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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 19,422 △2.0 781 △41.0 764 △40.8 496 △41.5
25年3月期第1四半期 19,819 9.2 1,323 ― 1,291 ― 848 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 578百万円 （△24.2％） 25年3月期第1四半期 763百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 13.62 ―
25年3月期第1四半期 23.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 83,325 29,802 35.8
25年3月期 90,159 29,516 32.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  29,802百万円 25年3月期  29,516百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 40,000 3.3 1,150 △46.7 1,000 △52.1 600 △63.3 16.48
通期 82,000 2.8 3,300 △9.3 3,000 △14.8 1,700 △38.8 46.70
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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 

(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 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。業績予想の前提となる仮定等については、四半期決算短信[添付資料]3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報」（3）連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明 をご覧下さい。 

※  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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 36,436,125 株 25年3月期 36,436,125 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 31,825 株 25年3月期 31,494 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 36,404,449 株 25年3月期1Q 36,405,364 株
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当第1四半期連結累計期間（平成25年4月～平成25年6月）（以下、「当第1四半期」という。）に

おけるわが国経済は、政府の緊急経済対策を受けた国内消費マインドの改善、円高修正の定着によ

る輸出の持ち直し等により、景況感には回復傾向が見られました。 

当社グループの属する建設業界におきましても、東日本大震災からの復興事業の本格化、および

平成24年度補正予算の執行開始により公共投資は増加し、また民間設備投資についても企業業績の

改善を背景に下げ止まりの動きが見られたことから、底堅く推移いたしました。 

このような経営環境のなか、当社グループは採算性を重視した受注活動を行うとともにコスト削

減に注力してまいりましたが、当第1四半期におきましては、前年同期に比べ鋼材の販売が減少し

たこと等により、連結売上高は194億22百万円（前年同期比2.0%減）となり、利益につきまして

は、営業利益7億81百万円（前年同期比41.0%減）、経常利益7億64百万円（前年同期比40.8%減）、

四半期純利益は4億96百万円（前年同期比41.5%減）となりました。 

  

セグメント別の概況は以下のとおりであります。 

（仮設鋼材事業） 

仮設鋼材事業におきましては、賃貸の稼働率は堅調に推移いたしましたが、鋼材の販売が減少し

たこと等により、売上高は174億23百万円（前年同期比2.9%減）、経常利益は6億30百万円（前年同

期比45.3%減）となりました。 

  

（建設機械事業） 

建設機械事業におきましては、需要が底堅く、売上高は28億21百万円（前年同期比3.2%増）、経

常利益は3億円（前年同期比0.4%増）となりました。 

  

①資産の状況 

当第１四半期末における資産の部は、前連結会計年度末と比較して68億34百万円（7.6％）減少

し、833億25百万円となりました。 

これは主に、受取手形及び売掛金が39億37百万円、預け金が20億円、たな卸資産が10億85百万円

減少したことによるものであります。 

②負債の状況 

当第１四半期末における負債の部は、前連結会計年度末と比較して71億20百万円（11.7％）減少

し、535億23百万円となりました。 

これは主に、支払手形及び買掛金と電子記録債務を合わせた仕入債務が16億32百万円、短期借入

金が50億円減少したことによるものであります。 

③純資産の状況 

当第１四半期末における純資産の部は、前連結会計年度末と比較して2億87百万円（1.0％）増加

し、298億2百万円となりました。 

これは主に、四半期純利益4億96百万円を計上した一方で、前期末配当金2億91百万円（１株当た

り8円）の支払いを実施したこと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

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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当社グループをとりまく経営環境は、公共投資、民間設備投資ともに引き続き底堅く推移するも

のと想定されますが、その執行時期に不透明感が依然として残っていることから、連結業績予想に

つきましては、平成25年4月26日に公表した数値を据え置いております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期連結財務諸表 
（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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,525 3,633

受取手形及び売掛金 31,537 27,600

建設仮設材 25,250 24,399

商品 1,590 1,403

製品 418 345

仕掛品 315 323

原材料及び貯蔵品 254 271

その他 3,568 1,852

貸倒引当金 △516 △479

流動資産合計 65,939 59,347

固定資産   

有形固定資産   

賃貸用建設機械（純額） 1,354 1,506

建物及び構築物（純額） 2,910 2,856

土地 12,811 12,819

リース資産（純額） 1,968 1,759

その他（純額） 728 700

有形固定資産合計 19,771 19,639

無形固定資産 540 506

投資その他の資産   

投資有価証券 2,211 2,396

その他 1,977 1,712

貸倒引当金 △279 △277

投資その他の資産合計 3,909 3,832

固定資産合計 24,219 23,978

資産合計 90,159 83,325
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,422 19,985

電子記録債務 － 3,805

短期借入金 20,400 15,400

リース債務 1,184 1,088

未払法人税等 367 150

賞与引当金 611 904

引当金 72 49

その他 2,248 2,069

流動負債合計 50,304 43,450

固定負債   

長期借入金 6,350 6,350

リース債務 1,662 1,428

再評価に係る繰延税金負債 1,940 1,944

引当金 385 350

その他 1 1

固定負債合計 10,339 10,073

負債合計 60,643 53,523

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,398 4,398

資本剰余金 4,596 4,596

利益剰余金 21,271 21,478

自己株式 △15 △15

株主資本合計 30,249 30,456

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 364 452

土地再評価差額金 △1,097 △1,105

その他の包括利益累計額合計 △734 △653

純資産合計 29,516 29,802

負債純資産合計 90,159 83,325
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 19,819 19,422

売上原価 15,697 15,934

売上総利益 4,123 3,488

販売費及び一般管理費 2,799 2,708

営業利益 1,323 781

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 3 7

持分法による投資利益 64 47

その他 15 10

営業外収益合計 82 65

営業外費用   

支払利息 93 70

手形売却損 7 3

その他 13 9

営業外費用合計 114 82

経常利益 1,291 764

税金等調整前四半期純利益 1,291 764

法人税、住民税及び事業税 182 168

法人税等調整額 262 100

法人税等合計 443 268

少数株主損益調整前四半期純利益 848 496

少数株主利益 － －

四半期純利益 848 496
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 （四半期連結包括利益計算書） 
 （第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 848 496

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △85 88

土地再評価差額金 － △6

その他の包括利益合計 △85 82

四半期包括利益 763 578

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 763 578

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。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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 

 
(注) １  セグメント利益の調整額は、連結調整△161百万円であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常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 

(固定資産に係る重要な減損損失) 

  該当事項はありません。 

  

(のれんの金額の重要な変動) 

  該当事項はありません。 

  

(重要な負ののれん発生益) 

  該当事項はありません。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(セグメント情報等)

(単位：百万円)

仮設鋼材 建設機械 合計
調整額 
(注)１

四半期連結損益 
計算書計上額(注)２

売上高

  外部顧客への売上高 17,462 2,357 19,819 ― 19,819

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

486 377 863 △863 ―

計 17,949 2,734 20,683 △863 19,819

セグメント利益 1,153 299 1,452 △161 1,291
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６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 

 
(注) １  セグメント利益の調整額は、連結調整△167百万円であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常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 

(固定資産に係る重要な減損損失) 

  該当事項はありません。 

  

(のれんの金額の重要な変動) 

  該当事項はありません。 

  

(重要な負ののれん発生益) 

  該当事項はありません。 

  

(単位：百万円)

仮設鋼材 建設機械 合計
調整額 
(注)１

四半期連結損益 
計算書計上額(注)２

売上高

  外部顧客への売上高 16,935 2,487 19,422 ― 19,422

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

488 334 821 △821 ―

計 17,423 2,821 20,243 △821 19,422

セグメント利益 630 300 931 △167 764
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３．補足情報

（１）連結業績（セグメント別前年同期比較）

2013年３月期 2014年３月期

第1四半期 第1四半期

(2012/04～2012/06) (2013/04～2013/06) 増減額 増減率(%)

19,819 19,422 △397 △2.0

仮設鋼材事業 17,949 17,423 △526 △2.9

建設機械事業 2,734 2,821 86 3.2

調整額 △863 △821 42

売上原価 △15,697 △15,934 △237

売上総利益 4,123 3,488 △634 △15.4

（利益率％） 20.8 18.0

販売費及び一般管理費 △2,799 △2,708 92

営業利益 1,323 781 △542 △41.0

（利益率％） 6.7 4.0

営業外収益 82 65 △17

営業外費用 △114 △82 32

経常利益 1,291 764 △527 △40.8

（利益率％） 6.5 3.9

売上高

（単位：百万円）

前年同期比

※1

仮設鋼材事業 1,153 630 △522 △45.3

建設機械事業 299 300 1 0.4

調整額 △161 △167 △6

特別利益  －  －  －

特別損失  －  －  －

税金等調整前当期純利益 1,291 764 △527 △40.8

（利益率％） 6.5 3.9

税金費用 △443 △268 175

当期純利益 848 496 △352 △41.5

（利益率％） 4.3 2.6

(注)

※1　セグメント売上の調整額はセグメント間の内部売上高又は振替高の消去額であり、

セグメント利益の調整額は連結調整であります。

※1
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（２）連結貸借対照表（前期末比較）

2013年３月期 2014年３月期

2013/3末 2013/06末 増減額 増減率(%)

流動資産 65,939 59,347 △6,592 △10.0

現金及び預金 3,525 3,633 108 3.1

受取手形及び売掛金 31,537 27,600 △3,937 △12.5

たな卸資産 27,825 26,740 △1,085 △3.9

その他 3,568 1,852 △1,716 △48.1

貸倒引当金 △516 △479 37 －

固定資産 24,219 23,978 △241 △1.0

有形固定資産 19,771 19,639 △132 △0.7

賃貸用建設機械 1,354 1,506 152 11.2

建物及び構築物 2,910 2,856 △54 △1.9

土地 12,811 12,819 8 0.1

リース資産 1,968 1,759 △209 △10.6

その他 728 700 △29 △3.9

無形固定資産 540 506 △33 △6.2

投資その他の資産 3,909 3,832 △76 △2.0

投資有価証券 2,211 2,396 186 8.4

その他 1,977 1,712 △265 △13.4

貸倒引当金 △279 △277 2 －

資産合計 90,159 83,325 △6,834 △7.6

2013年３月期 2014年３月期

2013/3末 2013/06末 増減額 増減率(%)

流動負債 50,304 43,450 △6,855 △13.6

支払手形及び買掛金 25,422 19,985 △5,438 △21.4

電子記録債務 － 3,805 3,805 －

短期借入金 20,400 15,400 △5,000 △24.5

リース債務 1,184 1,088 △96 △8.1

未払法人税等 367 150 △217 △59.1

引当金 683 953 270 39.6

その他 2,248 2,069 △180 △8.0

固定負債 10,339 10,073 △266 △2.6

長期借入金 6,350 6,350 － －

リース債務 1,662 1,428 △234 △14.1

再評価に係る繰延税金負債 1,940 1,944 4 0.2

引当金 385 350 △35 △9.2

その他 1 1 △0 △38.0

負債合計 60,643 53,523 △7,120 △11.7

株主資本 30,249 30,456 206 0.7

資本金 4,398 4,398 － －

資本剰余金 4,596 4,596 － －

利益剰余金 21,271 21,478 207 1.0

自己株式 △15 △15 △0 －

その他の包括利益累計額 △734 △653 80 －

その他有価証券評価差額金 364 452 88 24.2

土地再評価差額金 △1,097 △1,105 △8 －

純資産合計 29,516 29,802 287 1.0

負債純資産合計 90,159 83,325 △6,834 △7.6

（単位：百万円）

前期末比

前期末比
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