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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 12,085 △0.3 △466 ― △142 ― △131 ―
25年3月期第2四半期 12,126 △1.7 △102 ― △97 ― △129 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 509百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △51百万円 （―％）

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2四半期 △6.64 ―
25年3月期第2四半期 △6.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 30,847 15,466 44.3
25年3月期 29,859 15,036 44.4
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  13,658百万円 25年3月期  13,263百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
26年3月期 ― 3.75
26年3月期（予想） ― 3.75 7.50

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、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 26,000 0.1 △300 ― 100 △68.3 50 △80.6 2.52



(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 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監
査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、現時点で入手可能情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果と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2Q 20,000,000 株 25年3月期 20,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 186,609 株 25年3月期 186,609 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 19,813,391 株 25年3月期2Q 19,813,391 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における日本経済の景況感は、政府の金融政策、財政政策、産業政策の効果による円
高修正、株高により改善傾向がみられるようになりましたが、欧州の景気停滞、中国や新興国の景気減速により、
先行きは不透明な状況が続いております。 

こうした環境下、当社グループにおきましては、土木建築事業につきまして好転の兆しがみられるものの、素形
材事業は厳しい状況が続いており、第２四半期連結業績は、売上高12,085百万円（対前年同期比△0.3％）、経常損
失142百万円（前年同期は損失97百万円）、当期損失131百万円（前年同期は損失129百万円）となりました。 
 セグメントの状況 
［素形材事業］ 

中国経済減速、国内設備投資の伸び悩み等により、当事業の売上高は4,684百万円（対前年同期比
△6.5％）となりました。 

［土木建築機材事業］ 
公共事業は回復の兆しが見られ、当事業の売上高は4,959百万円（対前年同期比7.9％）となりました。 

［産業機械事業］ 
第１四半期売上高は前年同期比△30.5％を計上いたしましたが、射出成型機、建機向けシリンダーの販売

回復等により、第２四半期売上高は2,213百万円（対前年同期比△3.4％）となりました。 
［不動産賃貸事業］ 

当事業の売上高は228百万円（対前年同期比△1.9％）となりました。    

   

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  近の業績動向等を踏まえ、平成25年5月10日に発表しました業績予想の修正を行っております。詳しくは本日
付けの「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。   

   

該当事項はありません。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,599,146 3,434,622

受取手形及び売掛金 7,497,819 7,288,272

たな卸資産 3,436,778 3,863,240

未収入金 240,952 379,160

繰延税金資産 45,208 63,408

その他 783,044 1,371,933

貸倒引当金 △27,074 △34,915

流動資産合計 16,575,875 16,365,722

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,602,020 3,680,334

機械装置及び運搬具（純額） 1,976,834 2,523,513

工具、器具及び備品（純額） 213,568 269,224

土地 4,109,782 4,109,782

建設仮勘定 576,171 489,405

有形固定資産合計 10,478,377 11,072,260

無形固定資産 268,657 334,079

投資その他の資産   

投資有価証券 2,164,367 2,665,901

長期貸付金 490 365

繰延税金資産 84,292 70,615

破産更生債権等 72,857 69,994

その他 290,709 342,339

貸倒引当金 △76,147 △74,054

投資その他の資産合計 2,536,569 3,075,162

固定資産合計 13,283,604 14,481,501

資産合計 29,859,480 30,847,224

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,337,471 3,387,179

短期借入金 1,440,000 2,139,976

1年内償還予定の社債 72,400 36,000

1年内返済予定の長期借入金 2,999,756 2,961,772

未払法人税等 142,758 44,154

未払消費税等 87,866 31,979

未払費用 338,047 299,674

繰延税金負債 55,281 11,366

賞与引当金 218,166 227,444
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

役員賞与引当金 － 15,000

その他 630,023 756,552

流動負債合計 9,321,771 9,911,099

固定負債   

長期借入金 3,101,074 2,615,022

リース債務 535,325 951,324

繰延税金負債 196,466 357,281

退職給付引当金 677,168 629,666

役員退職慰労引当金 334,827 276,800

その他 656,338 639,158

固定負債合計 5,501,200 5,469,254

負債合計 14,822,971 15,380,353

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 688,042 688,042

利益剰余金 11,569,370 11,363,531

自己株式 △40,204 △40,204

株主資本合計 12,717,209 12,511,370

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 494,908 790,020

為替換算調整勘定 51,125 357,262

その他の包括利益累計額合計 546,033 1,147,283

少数株主持分 1,773,265 1,808,217

純資産合計 15,036,508 15,466,870

負債純資産合計 29,859,480 30,847,224
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 12,126,666 12,085,885

売上原価 10,093,182 10,257,002

売上総利益 2,033,484 1,828,882

販売費及び一般管理費 2,135,916 2,295,625

営業損失（△） △102,432 △466,742

営業外収益   

受取利息 6,520 9,542

受取配当金 18,419 19,391

受取賃貸料 7,304 6,751

為替差益 － 102,816

助成金収入 3,566 1,307

受取保険金 5,392 218,326

その他 29,861 24,277

営業外収益合計 71,064 382,413

営業外費用   

支払利息 39,649 50,628

為替差損 15,119 －

その他 11,262 7,211

営業外費用合計 66,030 57,840

経常損失（△） △97,398 △142,169

特別利益   

固定資産売却益 1,682 1,013

投資有価証券売却益 － 526

負ののれん発生益 3,275 1,740

特別利益合計 4,958 3,280

特別損失   

固定資産処分損 2,909 3,758

本社移転費用 － 1,730

設備移設費用 － 8,134

その他 － 77

特別損失合計 2,909 13,700

税金等調整前四半期純損失（△） △95,349 △152,589

法人税、住民税及び事業税 24,306 44,702

法人税等調整額 △27,656 △54,549

法人税等合計 △3,349 △9,846

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △91,999 △142,743

少数株主利益又は少数株主損失（△） 37,639 △11,204

四半期純損失（△） △129,639 △131,538
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △91,999 △142,743

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △88,384 296,572

為替換算調整勘定 129,202 355,589

その他の包括利益合計 40,818 652,161

四半期包括利益 △51,181 509,418

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △116,034 469,711

少数株主に係る四半期包括利益 64,852 39,707
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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）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
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