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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府及び日銀による財政・金融政策等により円

安・株高傾向を受けて景気回復の基調がみられるものの、依然として先行きは不透明な状況が続いて

おります。 

 当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は466億64百万円（前年同四半期比

17.9％増）、営業利益は39億10百万円（同37.1％増）となり、経常利益については為替差益等を営業

外収益に計上し43億10百万円（同36.1％増）、四半期純利益は24億65百万円（同44.3％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 コンクリート二次製品関連事業 

コンクリート二次製品関連事業につきましては、価格競争の激化等、厳しい経営環境の中で、積

極的な営業展開を推進いたしました。その結果、当部門の売上高は、399億32百万円（前年同四半

期比20.6％増）となり、営業利益は、38億7百万円（同59.1％増）となりました。 

  

 ② 情報関連事業 

情報関連事業につきましては、売上高は、38億77百万円（前年同四半期比3.8％増）となり、営

業利益は、80百万円（同47.1％減）となりました。 

  

 ③ その他事業 

その他事業につきましては、売上高は、28億54百万円（前年同四半期比4.1％増）となり、営業

利益は、7億90百万円（同7.6％減）となりました。 

  

当第３四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59億62百万円増加し、562億10

百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ30億46百万円増加し、228億

95百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ29億15百万円増加し、333

億14百万円となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間の業績と今後の業績見通しを勘案し、業績予想の見直しを行った結果、

平成25年11月７日付当社「平成26年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」にて発表し

ました平成26年３月期の通期の連結業績予想を修正いたしました。 

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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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,070 11,030

受取手形及び売掛金 18,651 21,627

商品及び製品 1,905 2,206

仕掛品 86 223

原材料及び貯蔵品 575 683

その他 909 889

貸倒引当金 △1,109 △1,346

流動資産合計 31,088 35,315

固定資産   

有形固定資産 12,010 12,568

土地 5,762 5,762

その他 6,247 6,806

無形固定資産 513 510

投資その他の資産 6,635 7,816

投資有価証券 5,399 6,710

その他 1,236 1,105

固定資産合計 19,159 20,895

資産合計 50,248 56,210

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,287 13,429

短期借入金 350 90

未払法人税等 777 957

その他 4,122 4,283

流動負債合計 16,537 18,760

固定負債   

長期借入金 － 405

退職給付引当金 733 785

役員退職慰労引当金 423 455

その他 2,155 2,489

固定負債合計 3,311 4,135

負債合計 19,848 22,895

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,146 2,146

資本剰余金 1,844 1,844

利益剰余金 24,155 26,312

自己株式 △1,360 △1,530

株主資本合計 26,785 28,771

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,305 3,136

その他の包括利益累計額合計 2,305 3,136

少数株主持分 1,308 1,406

純資産合計 30,399 33,314

負債純資産合計 50,248 56,210
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 39,580 46,664

売上原価 32,810 38,444

売上総利益 6,770 8,219

販売費及び一般管理費 3,917 4,309

営業利益 2,852 3,910

営業外収益   

受取配当金 74 91

為替差益 － 249

貸倒引当金戻入額 176 －

その他 110 98

営業外収益合計 360 440

営業外費用   

その他 45 40

営業外費用合計 45 40

経常利益 3,167 4,310

特別利益   

固定資産売却益 14 －

その他 31 1

特別利益合計 45 1

特別損失   

役員退職慰労金 21 －

その他 125 10

特別損失合計 146 10

税金等調整前四半期純利益 3,066 4,300

法人税、住民税及び事業税 926 1,709

法人税等調整額 342 18

法人税等合計 1,269 1,727

少数株主損益調整前四半期純利益 1,796 2,573

少数株主利益 88 107

四半期純利益 1,708 2,465
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,796 2,573

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △146 834

その他の包括利益合計 △146 834

四半期包括利益 1,649 3,408

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,562 3,297

少数株主に係る四半期包括利益 87 111
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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３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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：百万円）

（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、技術提供収入部門、レジャー部

門、不動産賃貸収入部門及び環境衛生部門が含まれております。 

2.セグメント利益の調整額△548百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用

は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

3.セグメント利益の調整後の金額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31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：百万円）

（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、技術提供収入部門、レジャー部

門、不動産賃貸収入部門及び環境衛生部門が含まれております。 

2.セグメント利益の調整額△768百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用

は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

3.セグメント利益の調整後の金額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

（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）

（セグメント情報等）

 

報告セグメント
その他
（注1）

合計
調整額
（注2）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注3）

コンクリー
ト二次製品

関連
情報関連 計

売上高              

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

33,106 3,733 36,839 2,740 39,580 ― 39,580

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

16 ― 16 3,255 3,272 △3,272 ―

     計 33,122 3,733 36,856 5,996 42,852 △3,272 39,580

セグメント利益 2,393 152 2,546 855 3,401 △548 2,852
 

 

報告セグメント
その他
（注1）

合計
調整額
（注2）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注3）

コンクリー
ト二次製品

関連
情報関連 計

売上高              

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

39,932 3,877 43,810 2,854 46,664 ― 46,664

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

13 ― 13 3,925 3,939 △3,939 ―

     計 39,946 3,877 43,823 6,779 50,603 △3,939 46,664

セグメント利益 3,807 80 3,888 790 4,678 △768 3,910
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