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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 5,110 △12.2 266 △6.5 318 22.6 62 ―
25年3月期第2四半期 5,817 9.0 284 △41.6 259 △13.3 △35 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 202百万円 （361.9％） 25年3月期第2四半期 43百万円 （△30.7％）

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 0.14 ―
25年3月期第2四半期 △0.08 ―

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 14,889 7,183 31.5
25年3月期 15,678 6,989 29.6
（参考） 自己資本  26年3月期第2四半期  4,695百万円 25年3月期  4,638百万円

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 ― ― ― 0.05 0.05
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 0.05 0.05

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  ：  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 0.8 600 17.0 600 14.9 110 44.7 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P３．「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2Q 450,993,208 株 25年3月期 450,993,208 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 854,567 株 25年3月期 849,619 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 450,141,555 株 25年3月期2Q 450,147,799 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わが国経済は、円安による輸出の持ち直し、生産の増加などにより企業収益

が好転し、景気は回復局面にあります。また経済政策の効果などにより更に景気回復が強まることが期待されてい

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、5,110百万円と前年同四半期と比べ707百万円(12.2%）

減少しました。営業利益は、266百万円と前年同四半期に比べ18百万円(6.5%)の減少となりました。経常利益は、

318百万円と前年同四半期に比べ58百万円(22.6%)の増加となりました。 

 また、四半期純利益は、62百万円(前年同四半期純損失35百万円)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、押出機等の販売は本体販売も含め順調に推移したものの、回復が遅れているプリント基板の

受注減少を補うまでとはならず、売上高は1,185百万円と前年同四半期に比べ182百万円減少しました。しかし、固

定費削減等により、前年同四半期より損失額が少なくなり、セグメント損失は、36百万円（前年同四半期セグメン

ト損失63百万円）となりました。 

  

②住宅関連事業 

本事業においては、前年同四半期と比較して、マンションの竣工が下期に遅れた影響を受け、その引渡数が減少

したことにより、売上高は3,783百万円と前年同四半期に比べ551百万円減少し、セグメント利益は210百万円と前

年同四半期に比べ86百万円の減少となりました。当該事業は比較的堅調に推移しており、通期においては計画通り

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、売上高は271百万円と前年同四半期に比べ13百万円増加し、セグメント利益も、91百万円と前

年同四半期に比べ19百万円の増加となり、今後も堅調に推移するものと想定しております。  

   

（２）財政状態に関する説明 

当第２四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789百万円減少し、14,889百万円となりまし

た。主な要因は、現金及び預金等が減少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、982百万円減少し、7,706百万円となりました。主な要因は、マンショ

ン建設に伴う支払手形及び買掛金、未払金等が減少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193百万円増加し、7,183百万円となりました。 

  

キャッシュフローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より

907百万円減少し、271百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の支出は、510百万円（前年同四半期は713百万円の支出）

となりました。主な要因は、マンション建設に伴う仕入債務の減少などによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、430百万円（前年同四半期は331百万円の支出）

となりました。主な要因は、有形固定資産の取得などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の収入は、33百万円（前年同四半期は63百万円の収入）と

なりました。主な要因は、社債発行による収入など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
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月20日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました通

期の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 

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
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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 1,290,826 408,395

受取手形及び売掛金 1,420,492 1,427,412

たな卸資産 3,888,997 3,786,742

短期貸付金 323,329 269,617

繰延税金資産 40,767 49,252

その他 777,149 824,362

貸倒引当金 △25,265 △22,841

流動資産合計 7,716,297 6,742,941

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,485,100 2,532,488

機械装置及び運搬具 644,409 650,955

土地 3,926,307 4,067,957

建設仮勘定 14,922 28,621

その他 146,769 126,087

減価償却累計額 △2,043,828 △2,112,344

減損損失累計額 △230,302 △230,302

有形固定資産合計 4,943,379 5,063,463

無形固定資産   

借地権 323,595 323,595

その他 28,779 28,432

無形固定資産合計 352,374 352,028

投資その他の資産   

投資有価証券 32,723 33,090

関係会社株式 1,947,065 2,020,572

長期貸付金 36,067 35,288

差入保証金 482,706 475,124

繰延税金資産 9,096 9,173

その他 178,353 176,222

貸倒引当金 △19,255 △18,176

投資その他の資産合計 2,666,757 2,731,293

固定資産合計 7,962,511 8,146,785

資産合計 15,678,809 14,889,727
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,620,196 1,385,788

短期借入金 1,369,788 1,373,201

1年内返済予定の長期借入金 773,621 698,364

1年内償還予定の社債 46,000 194,000

未払金 844,192 292,496

未成工事受入金 230,919 212,950

未払法人税等 166,828 225,400

完成工事補償引当金 49,822 39,485

賞与引当金 24,780 29,220

繰延税金負債 2,716 2,921

その他 543,195 570,314

流動負債合計 5,672,062 5,024,145

固定負債   

社債 264,000 233,000

長期借入金 1,740,687 1,737,777

繰延税金負債 157,440 157,238

退職給付引当金 8,474 8,700

負ののれん 173,962 167,293

その他 672,247 377,956

固定負債合計 3,016,812 2,681,965

負債合計 8,688,875 7,706,111

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 1,658,752 1,712,400

自己株式 △18,350 △18,462

株主資本合計 4,691,971 4,745,507

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △53,534 △50,409

その他の包括利益累計額合計 △53,534 △50,409

少数株主持分 2,351,496 2,488,517

純資産合計 6,989,934 7,183,615

負債純資産合計 15,678,809 14,889,727
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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 5,817,674 5,110,216

売上原価 3,637,129 3,180,497

売上総利益 2,180,544 1,929,719

販売費及び一般管理費 1,895,784 1,663,546

営業利益 284,760 266,172

営業外収益   

受取利息 1,385 3,435

受取配当金 930 1,973

負ののれん償却額 10,952 10,952

持分法による投資利益 20,761 83,513

その他 30,451 28,607

営業外収益合計 64,481 128,482

営業外費用   

支払利息 51,550 50,982

その他 38,170 25,450

営業外費用合計 89,721 76,433

経常利益 259,520 318,222

特別利益   

固定資産売却益 － 299

受取保険金 － 85,224

特別利益合計 － 85,524

特別損失   

固定資産除却損 1,347 －

投資有価証券評価損 9,999 －

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 30,488 －

税金等調整前四半期純利益 229,032 403,746

法人税、住民税及び事業税 177,416 213,343

法人税等調整額 5,011 △8,689

法人税等合計 182,428 204,654

少数株主損益調整前四半期純利益 46,603 199,092

少数株主利益 81,930 137,078

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35,326 62,013
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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利益 46,603 199,092

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 774 235

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,595 2,890

その他の包括利益合計 △2,820 3,126

四半期包括利益 43,783 202,219

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △39,123 65,137

少数株主に係る四半期包括利益 82,906 137,081
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 229,032 403,746

減価償却費 93,563 76,688

のれん償却額 24,140 △6,669

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,973 △3,502

退職給付引当金の増減額（△は減少） 226 226

受取利息及び受取配当金 △2,316 △5,408

支払利息 51,550 50,982

受取保険金 － △85,224

持分法による投資損益（△は益） △20,761 △83,513

固定資産除却損 1,347 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △299

投資有価証券評価損益（△は益） 9,999 －

関係会社株式売却損益（△は益） 18,140 －

関係会社株式評価損 999 －

売上債権の増減額（△は増加） △149,830 △30,951

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,528,259 102,254

仕入債務の増減額（△は減少） 70,563 △463,892

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,288 3,783

その他 698,106 △353,035

小計 △486,232 △394,815

利息及び配当金の受取額 2,109 5,408

利息の支払額 △51,740 △51,727

保険金の受取額 － 85,224

法人税等の支払額 △178,079 △154,771

営業活動によるキャッシュ・フロー △713,942 △510,682

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △10,205 △25,206

有形固定資産の取得による支出 △77,628 △194,338

有形固定資産の売却による収入 － 300

投資有価証券の売却による収入 54 －

貸付けによる支出 △213,616 △487,252

貸付金の回収による収入 171,759 541,744

差入保証金の差入による支出 △193,986 △3,745

差入保証金の回収による収入 － 43,179

預り保証金の返還による支出 － △288,246

預り保証金の受入による収入 3,184 10,113

投資その他の資産の増減額（△は増加） △11,459 △27,211

投資活動によるキャッシュ・フロー △331,899 △430,663
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 238,838 3,412

長期借入金の返済による支出 △311,332 △413,167

長期借入れによる収入 160,000 335,000

社債の償還による支出 △15,000 △23,000

社債の発行による収入 － 140,000

自己株式の取得による支出 △52 △112

子会社の自己株式の取得による支出 － △60

配当金の支払額 △8,500 △8,365

財務活動によるキャッシュ・フロー 63,952 33,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △981,889 △907,637

現金及び現金同等物の期首残高 1,547,032 1,178,779

現金及び現金同等物の四半期末残高 565,142 271,142
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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） 

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 

（単位：千円）

  

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） 

 （単位：千円） 

  

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。 

  

（４）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）

  

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   1,355,135   4,296,412   166,125   5,817,674

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

  12,279   38,701   91,724   142,705

計   1,367,414   4,335,114   257,850   5,960,379

セグメント利益又は損失(△)   △63,910   297,252   71,757   305,098

利益 金額   

報告セグメント計   305,098

セグメント間取引消去   14,755

のれんの償却額   △35,093

四半期連結損益計算書の営業利益   284,760
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Ⅱ 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） 

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 

（単位：千円）

  

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） 

 （単位：千円） 

  

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。 

  

  

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   1,180,479   3,756,475   173,261   5,110,216

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

  4,587   27,244   97,842   129,674

計   1,185,066   3,783,720   271,104   5,239,890

セグメント利益又は損失(△)   △36,945   210,585   91,421   265,061

利益 金額   

報告セグメント計   265,061

セグメント間取引消去   5,394

のれんの償却額   △4,283

四半期連結損益計算書の営業利益   266,172
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