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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 892 △24.1 △65 ― △82 ― △60 ―
25年3月期第1四半期 1,175 △8.7 △4 ― △22 ― △25 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △73百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △27百万円 （―％）

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 △5.04 ―
25年3月期第1四半期 △2.13 ―

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 5,889 828 13.6
25年3月期 5,898 884 14.5
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  801百万円 25年3月期  856百万円

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 ― 0.00 ―
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 ―

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) 2,490 2.5 45 118.0 20 ― 15 ― 1.24
通期 5,200 9.2 110 94.6 60 812.3 50 197.0 4.15



(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きの対象外であります。また、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きは終了しております。 

※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。 

※  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 12,090,000 株 25年3月期 12,090,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 32,363 株 25年3月期 32,363 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 12,057,637 株 25年3月期1Q 12,059,124 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府によるデフレ脱却に向けた経済政策への期待感
や日銀の量的・質的金融緩和の導入により、円安基調・株価上昇傾向にあり、景況感が好転してまいりま
した。また、輸出関連企業を中心に企業収益や個人消費に改善の動きが見られるなど、一部に景気回復の
動きが見られました。しかしながら、円安の進行による原材料価格上昇や欧州債務危機の長期化、中国・
インドなどの新興国経済の成長鈍化などにより、依然として先行き不透明感の強い状況で推移いたしまし
た。 
 当社グループを取り巻く環境につきましても、民間設備投資が低迷している状況で、需要が弱く企業間
競争も厳しさを増してまいりました。加えて、昨年末から年明け以降急激な円安の影響もあり、仕入コス
ト上昇分の販売価格への転嫁が十分に図れない状況が続いております。 
  このような状況下で、当社グループはプレハブ加工管分野に注力し、高付加価値加工管の強化に鋭意取
り組んでまいりました。また。調達コストの低減に加え、製造原価の低減や合理化施策などに努めてまい
りました。しかし、需要が低迷しているなかで価格競争は厳しくなる傾向にあり、当社グループの業績は
低調な結果となりました。 
 このため、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は８９２百万円（前年同四半期比２４．１％減）と
なりました。売上総利益につきましては、前年同四半期に比べて売上高が減少しましたことと、売上総利
益率が前年同四半期に比べて１．８ポイント減少し、１４．３％となったことによりまして、前年同四半
期比６２百万円減少し、１２７百万円となりました。売上総利益率が低下した要因としましては、民間設
備投資が依然として停滞しているなかで、急激な円安による輸入製品の調達コストの上昇分を販売価格に
転嫁するのが遅れておりますことと、棚卸資産の評価減を１２百万円計上したことが挙げられます。この
結果、営業損失は６５百万円（前年同四半期は営業損失４百万円）、経常損失は８２百万円（前年同四半
期は経常損失２２百万円）となりました。四半期純損益につきましては、特別利益で土地売却益８百万円
と法人税等調整額△８百万円を計上しましたことにより、四半期純損失６０百万円（前年同四半期は四半
期純損失２５百万円）となりました。 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ９百万円減少し、 ５，８
８９百万円となりました。これは主に、たな卸資産が３１６百万円増加しましたが、現金及び預金が６１
百万円、受取手形及び売掛金が２６３百万円それぞれ減少したことによるものであります。 
 負債合計は、前連結会計年度末に比べ４７百万円増加し、５，０６０百万円となりました。これは主
に、支払手形及び買掛金が２４百万円、社債が２６百万円、長期借入金が３２百万円それぞれ減少しまし
たが、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が１５９百万円増加したことによるものであり
ます。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ５６百万円減少し、８２８百万円となりました。これは主に、
当第１四半期連結累計期間において四半期純損失を６０百万円計上したことにより減少したものでありま
す。 

  

平成２６年３月期の第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想については、平成２５年５月１３日発
表の予想数値から変更はありません。 
  

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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２．四半期連結財務諸表 
（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 645,668 584,664

受取手形及び売掛金 1,319,723 1,056,383

たな卸資産 791,249 1,107,434

その他 38,963 61,644

貸倒引当金 △2,791 △2,659

流動資産合計 2,792,812 2,807,467

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 360,558 355,864

機械装置及び運搬具（純額） 59,403 88,866

土地 2,484,201 2,435,609

その他（純額） 50,071 48,612

有形固定資産合計 2,954,234 2,928,952

無形固定資産 10,767 10,077

投資その他の資産 140,349 142,414

固定資産合計 3,105,351 3,081,444

繰延資産 258 264

資産合計 5,898,422 5,889,176

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 587,380 563,304

短期借入金 2,607,130 2,760,500

1年内返済予定の長期借入金 246,063 251,892

未払法人税等 6,427 1,355

賞与引当金 1,000 5,613

その他 162,592 143,322

流動負債合計 3,610,593 3,725,988

固定負債   

社債 280,000 254,000

長期借入金 288,597 256,099

再評価に係る繰延税金負債 667,293 658,351

退職給付引当金 76,389 78,246

その他 90,645 88,052

固定負債合計 1,402,924 1,334,749

負債合計 5,013,518 5,060,737
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 226,400 226,400

利益剰余金 △838,501 △882,573

自己株式 △3,675 △3,675

株主資本合計 △115,777 △159,848

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,943 3,624

土地再評価差額金 960,344 943,598

為替換算調整勘定 9,086 14,621

その他の包括利益累計額合計 972,374 961,844

少数株主持分 28,307 26,443

純資産合計 884,904 828,438

負債純資産合計 5,898,422 5,889,176
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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 1,175,427 892,322

売上原価 985,743 765,027

売上総利益 189,683 127,294

販売費及び一般管理費 194,347 192,949

営業損失（△） △4,664 △65,655

営業外収益   

受取利息 2 30

受取配当金 865 730

設備賃貸料 1,764 1,398

その他 992 523

営業外収益合計 3,624 2,684

営業外費用   

支払利息 12,851 11,772

手形売却損 2,711 2,760

為替差損 4,565 1,753

その他 1,518 3,452

営業外費用合計 21,646 19,737

経常損失（△） △22,686 △82,708

特別利益   

リース債務解約益 1,703 －

土地売却益 － 8,907

投資有価証券売却益 － 569

特別利益合計 1,703 9,476

特別損失   

固定資産除却損 1,624 47

投資有価証券評価損 1,105 －

特別損失合計 2,730 47

税金等調整前四半期純損失（△） △23,712 △73,279

法人税、住民税及び事業税 3,814 715

法人税等調整額 － △8,942

法人税等合計 3,814 △8,226

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △27,527 △65,052

少数株主損失（△） △1,887 △4,235

四半期純損失（△） △25,639 △60,817
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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（△） △27,527 △65,052

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,526 681

土地再評価差額金 － △16,746

為替換算調整勘定 5,577 7,905

その他の包括利益合計 50 △8,158

四半期包括利益 △27,476 △73,211

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △25,589 △71,348

少数株主に係る四半期包括利益 △1,887 △1,863
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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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