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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 4,608 △2.9 △3 ― 2 ― △72 ―
25年3月期第1四半期 4,748 24.2 △90 ― △71 ― △93 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 33百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △141百万円 （―％）

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 △6.25 ―
25年3月期第1四半期 △7.97 ―

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 33,412 13,454 39.7
25年3月期 32,151 13,538 41.5
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  13,268百万円 25年3月期  13,349百万円

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 ― 10.00 10.00
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) 8,650 △8.9 10 ― △25 ― △30 ― △2.57
通期 20,800 △2.3 300 △9.5 200 △13.6 100 35.4 8.57



(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、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２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   ：  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 12,000,000 株 25年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 329,189 株 25年3月期 329,189 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 11,670,811 株 25年3月期1Q 11,672,683 株
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当第１四半期連結累計期間における当社グループの関連業界におきましては、電力関連では代替火力

燃料費の増大に伴う収益悪化により、設備投資・修繕費の大幅削減が継続されており、建築・道路関連

でも低コスト要求・安値受注が続いており、通信関連ではプラチナバンド対応の設備投資があったもの

のメンテナンスが中心でありました。 

当社グループは、工場操業度の維持を図るとともに採算性の確保にも注力しましたが、売上高は46億

８百万円（前年同四半期比2.9％減）、営業損失３百万円（前年同四半期は営業損失90百万円）、経常

利益２百万円（前年同四半期は経常損失71百万円）、四半期純損失72百万円（前年同四半期は四半期純

損失93百万円）となりました。 

セグメントの業績は、電力・通信関連事業では、売上高26億14百万円（前年同四半期比9.2％増）、

セグメント利益２億28百万円（前年同四半期比60.9％増）、建築・道路関連事業では、売上高13億37百

万円（前年同四半期比23.0％減）、セグメント損失１億15百万円（前年同四半期はセグメント損失41百

万円）、碍子・樹脂関連事業では、売上高６億57百万円（前年同四半期比6.5％増）、セグメント利益

８百万円（前年同四半期比42.6％減）となりました。 

  

（資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べ12億61百万円増加し、334億12百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ８億33百万円増加し、167億53百万円となりました。主な要因

は現金及び預金が５億46百万円、仕掛品が10億21百万円増加し、受取手形及び売掛金が８億40百万円減

少したことによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ４億27百万円増加し、166億59百万円となりました。主な要因

は建設仮勘定（「その他（純額）」に含まれている）が３億45百万円増加したことによるものでありま

す。 

（負債) 

負債は、前連結会計年度末に比べ13億45百万円増加し、199億57百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ10億62百万円増加し、106億41百万円となりました。主な要因

は支払手形及び買掛金が３億42百万円、前受金（「その他」に含まれている）が４億22百万円増加した

ことによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ２億82百万円増加し、93億16百万円となりました。主な要因は

長期借入金が２億29百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ84百万円減少し、134億54百万円となりました。主な要因は利益

剰余金が１億89百万円減少し、その他有価証券評価差額金が１億８百万円増加したことによるものであ

ります。 

  

現時点での連結業績予想につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました業績予想から変更は

ございません。  

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

（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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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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：千円)

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 4,578,440 5,124,624

受取手形及び売掛金 6,230,640 5,390,224

電子記録債権 24,160 19,238

製品 1,187,686 1,211,457

仕掛品 3,118,178 4,139,442

原材料及び貯蔵品 473,486 493,838

その他 313,328 379,847

貸倒引当金 △6,628 △5,669

流動資産合計 15,919,292 16,753,004

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,324,582 2,284,599

機械及び装置（純額） 853,563 878,865

土地 10,450,531 10,450,531

その他（純額） 219,875 578,741

有形固定資産合計 13,848,552 14,192,738

無形固定資産 204,566 206,573

投資その他の資産

投資有価証券 1,351,770 1,518,786

その他 866,096 779,884

貸倒引当金 △39,048 △38,496

投資その他の資産合計 2,178,818 2,260,174

固定資産合計 16,231,936 16,659,486

資産合計 32,151,229 33,412,491
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(単位：千円)

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 3,881,197 4,223,255

電子記録債務 1,655,621 1,524,787

短期借入金 1,336,000 1,540,000

1年内返済予定の長期借入金 424,260 439,260

1年内償還予定の社債 926,000 926,000

未払法人税等 41,046 123,631

賞与引当金 232,523 326,920

役員賞与引当金 31,250 22,800

その他 1,050,971 1,514,833

流動負債合計 9,578,869 10,641,488

固定負債

社債 968,000 968,000

長期借入金 2,997,417 3,226,852

再評価に係る繰延税金負債 2,125,609 2,125,609

退職給付引当金 2,411,897 2,379,747

役員退職慰労引当金 181,784 177,233

その他 348,943 439,036

固定負債合計 9,033,651 9,316,478

負債合計 18,612,521 19,957,966

純資産の部

株主資本

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 30,708 30,708

利益剰余金 8,672,797 8,483,184

自己株式 △75,895 △75,895

株主資本合計 9,227,611 9,037,998

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 277,017 385,605

土地再評価差額金 3,845,203 3,845,203

その他の包括利益累計額合計 4,122,220 4,230,808

少数株主持分 188,876 185,718

純資産合計 13,538,707 13,454,524

負債純資産合計 32,151,229 33,412,491
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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：千円)

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 4,748,059 4,608,782

売上原価 4,180,793 4,040,828

売上総利益 567,265 567,954

販売費及び一般管理費 658,062 571,338

営業損失（△） △90,797 △3,384

営業外収益

受取利息 359 491

受取配当金 19,241 19,964

受取賃貸料 31,084 30,194

固定資産売却益 29,476 －

その他 3,650 7,243

営業外収益合計 83,812 57,893

営業外費用

支払利息 23,845 22,920

賃貸費用 16,838 14,565

借入手数料 4,197 6,410

その他 19,762 8,368

営業外費用合計 64,644 52,264

経常利益又は経常損失（△） △71,629 2,244

特別損失

投資有価証券評価損 32,157 －

特別損失合計 32,157 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△103,786 2,244

法人税、住民税及び事業税 13,704 122,769

法人税等調整額 △20,893 △42,988

法人税等合計 △7,189 79,780

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △96,597 △77,536

少数株主損失（△） △3,525 △4,631

四半期純損失（△） △93,072 △72,904
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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：千円)

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損失（△） △96,597 △77,536

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △44,692 110,929

その他の包括利益合計 △44,692 110,929

四半期包括利益 △141,290 33,393

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △137,667 35,682

少数株主に係る四半期包括利益 △3,623 △2,289
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該当事項はありません。 

  

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）
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