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（１）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４月期第２四半期  4,382  21.0  722  140.0  743  138.6  444  135.5

25年４月期第２四半期  3,622  △13.4  300  △9.7  311  △8.8  188  △28.7

  
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４月期第２四半期  58.70  －

25年４月期第２四半期  24.92  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

26年４月期第２四半期  8,628  5,974  69.2  789.72

25年４月期  7,932  5,471  69.0  723.12

（参考）自己資本 26年４月期第２四半期 5,974百万円   25年４月期 5,471百万円 

  
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４月期  － 6.00 － 8.00  14.00

26年４月期  － 10.00       

26年４月期（予想）     － 10.00  20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

３．平成26年４月期の業績予想（平成25年４月21日～平成26年４月20日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  8,700  16.3  1,400  86.6  1,400  82.7  800  75.7  105.74

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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４月期２Ｑ 7,618,000株 25年４月期 7,618,000株

②  期末自己株式数 26年４月期２Ｑ 52,040株 25年４月期 52,040株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年４月期２Ｑ 7,565,960株 25年４月期２Ｑ 7,565,960株

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はありますが、この四半期決算短信

の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は実施済みです。

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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）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。
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、企業の景況感が改善を続ける中、足元の景気は緩やかに回復し

つつあります。このような中、政府は消費税率引上げを正式に発表しました。 

 当社に関連の深い住宅・建築業界におきましては、消費税増税による駆け込み需要の影響が大きく、住宅ローン

の低金利が継続していることもあり、住宅着工件数は引き続き堅調に推移している状況にあります。 

 こうした状況において、当社施工サービス事業では、台風等、天候の影響による稼働日数の減少がありながら

も、施工単価改善の継続した取組みと、取引先企業の受注増加により、売上高、利益ともに増加致しました。ま

た、製商品販売事業では、ビケ足場の販売量が増加し、中でも収益力の高い製品の販売が好調に推移したこともあ

り、売上高、利益ともに大きく増加致しました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は4,382百万円（前年同期比21.0％増）、営業利益722百万円（同

140.0％増）、経常利益743百万円（同138.6％増）、四半期純利益は444百万円（同135.5％増）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施工サービス事業 

 施工サービス事業につきましては、売上高は2,830百万円（前年同期比6.8％増）、売上総利益は806百万円

（同24.3％増）となりました。  

②製商品販売事業 

 製商品販売事業につきましては、売上高は1,491百万円（前年同期比63.6％増）、売上総利益は613百万円（同

72.9％増）となりました。  

③その他 

 その他につきましては、業務受託料および保険代理店収入等で構成されており、売上高は60百万円（前年同期

比1.6％増）、売上総利益は41百万円（同1.9％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少895百万円、受取手形及び売掛金の増加392百万円、有

価証券の増加893百万円、投資その他の資産の増加283百万円等により前事業年度末に比べ696百万円増加の8,628百

万円となりました。  

 有利子負債は社債の償還等により前事業年度末に比べ146百万円減少の498百万円となりました。 

 純資産は、前事業年度末に比べ503百万円増加の5,974百万円となり、自己資本比率は69.2％となりました。 

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第２四半期累計期間の実績及び今後の見通しを勘案し、平成26年４月期通期の業績予想数値を修正しておりま

す。詳細につきましては、本日（平成25年12月３日）公表の「通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

 なお、通期業績の見通しにつきましては、売上高8,700百万円、営業利益1,400百万円、経常利益1,400百万円、

当期純利益800百万円を見込んでおります。 

 また、期末配当金の予想を１株につき３円増額の10円に修正致します。 

  

    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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年４月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年10月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,140,684 1,245,507

受取手形及び売掛金 1,831,455 2,223,550

有価証券 － 893,809

たな卸資産 406,161 387,419

その他 766,551 822,902

貸倒引当金 △15,357 △17,767

流動資産合計 5,129,495 5,555,420

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,449,594 1,449,594

その他（純額） 348,400 352,835

有形固定資産合計 1,797,995 1,802,429

無形固定資産 125,158 104,015

投資その他の資産   

その他 898,992 1,182,349

貸倒引当金 △19,168 △15,704

投資その他の資産合計 879,824 1,166,645

固定資産合計 2,802,978 3,073,090

資産合計 7,932,473 8,628,511

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 722,420 931,686

1年内償還予定の社債 260,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 33,200 33,200

未払法人税等 259,919 317,024

賞与引当金 148,160 164,475

その他 427,234 412,991

流動負債合計 1,850,935 2,119,378

固定負債   

社債 310,000 180,000

長期借入金 41,900 25,300

役員退職慰労引当金 88,600 92,200

資産除去債務 51,777 52,068

その他 118,167 184,582

固定負債合計 610,445 534,150

負債合計 2,461,380 2,653,528
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年４月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年10月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 566,760 566,760

資本剰余金 649,860 649,860

利益剰余金 4,065,550 4,449,154

自己株式 △14,962 △14,962

株主資本合計 5,267,207 5,650,812

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 203,885 324,170

評価・換算差額等合計 203,885 324,170

純資産合計 5,471,093 5,974,982

負債純資産合計 7,932,473 8,628,511
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月21日 
 至 平成24年10月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月21日 
 至 平成25年10月20日) 

売上高 3,622,331 4,382,974

売上原価 2,576,301 2,921,021

売上総利益 1,046,029 1,461,952

販売費及び一般管理費 745,076 739,687

営業利益 300,953 722,265

営業外収益   

受取利息 251 3,102

受取配当金 8,213 8,026

受取保険金 706 8,832

受取賃貸料 2,592 2,011

その他 8,457 7,792

営業外収益合計 20,221 29,764

営業外費用   

支払利息 3,706 2,463

支払保証料 2,364 1,504

その他 3,625 4,850

営業外費用合計 9,697 8,818

経常利益 311,477 743,211

特別利益   

固定資産売却益 18,830 6

その他 － 65

特別利益合計 18,830 71

特別損失   

固定資産除売却損 4,820 44

特別損失合計 4,820 44

税引前四半期純利益 325,487 743,239

法人税、住民税及び事業税 132,530 306,612

法人税等調整額 4,404 △7,505

法人税等合計 136,934 299,107

四半期純利益 188,552 444,132
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月21日 
 至 平成24年10月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月21日 
 至 平成25年10月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 325,487 743,239

減価償却費 41,949 41,724

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,793 △203

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,908 16,315

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,600 3,600

受取利息及び受取配当金 △8,465 △11,128

支払利息 3,706 2,463

固定資産除売却損益（△は益） △14,010 94

売上債権の増減額（△は増加） 11,613 △392,094

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,188 18,742

仕入債務の増減額（△は減少） 269,450 208,636

その他 △98,359 △51,548

小計 548,260 579,840

利息及び配当金の受取額 8,465 10,532

利息の支払額 △4,239 △2,860

法人税等の支払額 △177,849 △250,334

営業活動によるキャッシュ・フロー 374,636 337,178

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △293,380

有形固定資産の取得による支出 △26,768 △32,771

無形固定資産の取得による支出 △285 －

投資有価証券の取得による支出 － △95,800

貸付けによる支出 △4,160 △4,000

貸付金の回収による収入 4,884 4,970

その他 5,258 △4,036

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,070 △425,017

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △24,600 △16,600

社債の償還による支出 △130,000 △130,000

配当金の支払額 △52,883 △60,688

財務活動によるキャッシュ・フロー △107,483 △207,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 246,082 △295,127

現金及び現金同等物の期首残高 1,857,282 2,140,684

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,103,364 1,845,557
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  該当事項はありません。 

  該当事項はありません。   

  セグメント情報 

Ⅰ 前第２四半期累計期間（自平成24年４月21日 至平成24年10月20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） 

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、業務受託料および 

     保険代理店収入等であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益であります。 

  

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）  

 該当事項はありません。  

  

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。 

  

Ⅱ 当第２四半期累計期間（自平成25年４月21日 至平成25年10月20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） 

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、業務受託料および 

     保険代理店収入等であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益であります。 

  

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）  

 該当事項はありません。  

  

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 

その他 合計 
施工 

サービス事業
製商品 
販売事業 

計 

売上高 

外部顧客への売上高 

セグメント間の内部売上高

又は振替高  

 

  

2,651,145

－

 911,365

－

 3,562,511

－

 
 
 
 

59,819

－

 3,622,331

－

計  2,651,145  911,365  3,562,511  59,819 3,622,331

セグメント利益   649,029  354,976  1,004,006  42,023  1,046,029

  

報告セグメント 

その他 合計 
施工 

サービス事業
製商品 
販売事業 

計 

売上高 

外部顧客への売上高 

セグメント間の内部売上高

又は振替高  

 

  

2,830,817

－

 1,491,356

－

 4,322,174

－

 
 
 
 

60,800

－

 4,382,974

－

計  2,830,817  1,491,356  4,322,174  60,800 4,382,974

セグメント利益   806,984  613,728  1,420,713  41,239  1,461,952
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