
  

  

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31日）  

  

  

  

  

（２）連結財政状態  

  

  

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  

  
  

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）  

  

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無  
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  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  30,069 5.0 1,618 72.8 1,731 41.1 908 △23.7 

25年３月期第３四半期  28,638 △3.4 936 △14.9 1,227 △12.8 1,190 48.5 

（注）包括利益  26年３月期第３四半期  1,544百万円 （18.8％）    25年３月期第３四半期  1,299百万円 （170.4％）  

  
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３四半期  26.69 － 

25年３月期第３四半期  34.72 － 

  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３月期第３四半期  42,930 20,318 46.9 591.58 

25年３月期  43,057 18,940 43.7 552.61 

（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  20,147百万円   25年３月期  18,815百万円 

   
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３月期  － 2.00 － 3.00 5.00 
26年３月期  － 2.00 －       

26年３月期（予想）          3.00 5.00 

  （％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  38,000 0.5 1,400 40.0 1,450 10.4 800 △29.0 23.36 



※  注記事項  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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  

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  
  

（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の対象外であります。なお、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異なる結果となる可能性があります。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期３Ｑ  34,587,433株 25年３月期  34,587,433株 

②  期末自己株式数  26年３月期３Ｑ  529,771株 25年３月期  539,455株 

③  期中平均株式数（四半期累計）  26年３月期３Ｑ  34,051,842株 25年３月期３Ｑ  34,298,242株 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府・日銀による経済対策及び金融緩和政策の推進を背景

とした円安や株高基調により、本格的な景気回復の兆しが見られたものの、欧州債務問題の長期化や新興国経済の

成長鈍化等の世界経済の下振れ懸念に加え、国内における消費税増税による消費低迷への懸念により、先行き不透

明な状況で推移いたしました。 

当社グループを取り巻く経営環境につきましては、エネルギー費の上昇などコスト増加の影響が継続しているも

のの、首都圏における建設需要の底堅い動きに牽引され、セメントや生コンクリート用骨材をはじめとする建設基

礎資材の需要は堅調に推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループといたしましては、平成25年度を初年度とする新中期経営計画 ≪ＦＯＲ 

ＮＥＸＴ ＳＴＡＧＥ≫ で掲げた重点テーマである、「企業体質の強化」「企業価値の向上」「企業存在感の向

上」に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は 百万円と前年同期と比べ

百万円の増収となり、営業利益は 百万円と前年同期と比べ 百万円の増益、経常利益は 百万円と前年

同期と比べ 百万円の増益、四半期純利益は 百万円と前年同期と比べ 百万円の減益となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

なお、第１四半期連結会計期間より、一部の報告セグメント区分の変更及び名称の変更をしております。これに

伴い、前年同期比較の数値は、前第３四半期累計期間の数値を当期の報告セグメント区分に組替えて算出しており

ます。 

① セメント関連事業 

当事業におきましては、販売面では需要環境が順調に推移する中で、営業力の強化を図り販売数量の増加と収

益の確保に鋭意取り組みました。一方、生産面では、川崎工場において継続して製造原価の低減に努めるととも

に、安定運転に注力いたしました。この結果、売上高は 百万円と前年同期と比べ 百万円の増収となり、

セグメント利益は 百万円と前年同期と比べ 百万円の増益となりました。 

② 資源事業 

当事業におきましては、主力製品であるコンクリート用骨材の需要が旺盛だったことに加え、輸送力の強化を

図り安定供給体制を構築するため、販売価格の適正化に取り組むとともに、製造原価の低減に努めました。この

結果、売上高は 百万円と前年同期と比べ 百万円の増収となり、セグメント利益は 百万円と前年同期と

比べ 百万円の増益となりました。 

なお、第１四半期連結会計期間より「骨材事業」から「資源事業」へと名称を変更しております。 

③ 環境事業 

当事業におきましては、リサイクル資源の確保に鋭意取り組み、特に主要な取扱品目である建設発生土の取扱

数量は前年同期と比べ増加いたしました。この結果、売上高は 百万円と前年同期と比べ 百万円の増収と

なり、セグメント利益は 百万円と前年同期と比べ 百万円の増益となりました。  

④ 不動産事業 

当事業におきましては、新規賃貸物件の開拓及び不動産の有効活用を図るなど収益の確保に努めました。この

結果、売上高は 百万円と前年同期と比べ 百万円の増収となり、セグメント利益は 百万円と前年同期と比

べ 百万円の増益となりました。 

なお、第１四半期連結会計期間より「不動産賃貸事業」から「不動産事業」へと名称を変更しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

30,069 1,430

1,618 682 1,731

503 908 281

9,023 504

909 312

6,851 56 239

97

3,665 237

420 196

605 48 305

52
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⑤ 生コンクリート事業 

当事業におきましては、主要な供給先である神奈川地区の需要が堅調に推移したことに加え、生コンクリート

業界と協力し、販売数量の増加と適正売価の確保に取り組みました。この結果、売上高は 百万円と前年同

期と比べ 百万円の増収となりましたものの、原材料費や輸送費等の上昇により、セグメント損失は 百万円

となりました。 

⑥ 住生活事業 

当事業におきましては、製品の拡販に注力し、販売数量は増加しました。この結果、売上高は 百万円と

前年同期と比べ 百万円の増収となりましたものの、負ののれん償却が終了したため、セグメント損失は 百

万円となりました。 

なお、第１四半期連結会計期間より従来のセグメントである「管路事業」とその他に含まれていた「コンクリ

ート二次製品事業」を統合し、「住生活事業」へと名称を変更しております。 

   

（２）財政状態に関する説明 

① 資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し 百万円

となりました。その主な要因は、現金及び預金の減少 百万円、有形固定資産及び無形固定資産の減少 百万

円及び投資有価証券の増加 百万円によるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し 百万円となりました。その主な要因

は、支払手形及び買掛金の減少 百万円及び借入金の減少 百万円によるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。その主な要

因は、四半期純利益 百万円及びその他有価証券評価差額の増加 百万円であります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における連結ベースの現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。当第３四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） 

営業活動の結果得られた資金は、 百万円（前年同期比 ％減）であります。 

その主なものは、減価償却費 百万円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） 

投資活動の結果使用した資金は、 百万円（同 ％増）であります。 

その主なものは、有形固定資産の取得による支出 百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は、 百万円（同 ％減）であります。 

その主なものは、借入金の純減額 百万円によるものであります。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月15日公表の業績予想に修正はございません。 

（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。   

   

   

7,451

310 58

2,473

273 71

127 42,930

502 471

806

1,505 22,612

395 1,278

1,377 20,318

908 589

502 1,872

2,169 7.4

1,424

1,037 200.2

1,194

1,634 10.9

1,278

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：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 2,384 1,882

受取手形及び売掛金 9,300 9,559

商品及び製品 856 732

仕掛品 0 0

原材料及び貯蔵品 1,089 1,098

その他 595 553

貸倒引当金 △60 △68

流動資産合計 14,165 13,758

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,331 6,014

機械装置及び運搬具（純額） 4,075 3,422

土地 10,367 10,273

リース資産（純額） 503 517

建設仮勘定 34 765

その他（純額） 70 78

有形固定資産合計 21,383 21,072

無形固定資産   

のれん 271 183

その他 2,044 1,971

無形固定資産合計 2,315 2,154

投資その他の資産   

投資有価証券 4,098 4,905

その他 1,117 1,051

貸倒引当金 △22 △11

投資その他の資産合計 5,193 5,944

固定資産合計 28,892 29,171

資産合計 43,057 42,930
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,724 5,328

短期借入金 7,374 4,796

未払法人税等 312 529

引当金 126 139

その他 3,354 2,992

流動負債合計 16,891 13,785

固定負債   

長期借入金 2,969 4,268

退職給付引当金 1,546 1,564

その他の引当金 299 303

資産除去債務 293 297

負ののれん 6 －

その他 2,109 2,393

固定負債合計 7,225 8,826

負債合計 24,117 22,612

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,013 4,013

資本剰余金 5,047 5,048

利益剰余金 10,164 10,960

自己株式 △134 △131

株主資本合計 19,090 19,890

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 992 1,582

土地再評価差額金 △1,267 △1,324

その他の包括利益累計額合計 △275 257

少数株主持分 124 170

純資産合計 18,940 20,318

負債純資産合計 43,057 42,930
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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 28,638 30,069

売上原価 22,670 23,203

売上総利益 5,968 6,866

販売費及び一般管理費 5,031 5,247

営業利益 936 1,618

営業外収益   

受取利息 8 7

受取配当金 71 78

受取賃貸料 79 76

負ののれん償却額 214 6

その他 149 143

営業外収益合計 523 311

営業外費用   

支払利息 108 77

賃貸費用 50 48

持分法による投資損失 13 11

その他 61 61

営業外費用合計 233 199

経常利益 1,227 1,731

特別利益   

固定資産売却益 37 55

投資有価証券売却益 0 15

事業譲渡益 269 －

受取補償金 184 －

特別利益合計 492 70

特別損失   

固定資産除売却損 18 7

投資有価証券評価損 3 2

ゴルフ会員権評価損 10 －

減損損失 － 126

特別損失合計 32 135

税金等調整前四半期純利益 1,686 1,666

法人税、住民税及び事業税 482 771

法人税等調整額 5 △50

法人税等合計 488 721

少数株主損益調整前四半期純利益 1,198 945

少数株主利益 7 36

四半期純利益 1,190 908
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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 1,198 945

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 92 587

持分法適用会社に対する持分相当額 8 11

その他の包括利益合計 101 598

四半期包括利益 1,299 1,544

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,293 1,498

少数株主に係る四半期包括利益 5 45
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 1,686 1,666

減価償却費 1,561 1,424

のれん償却額 78 88

負ののれん償却額 △214 △6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40 17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 △3

受取利息及び受取配当金 △79 △86

支払利息 108 77

持分法による投資損益（△は益） 13 11

その他の引当金の増減額（△は減少） 12 19

有形固定資産売却損益（△は益） △37 △53

有形固定資産除却損 18 4

減損損失 － 126

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △15

投資有価証券評価損益（△は益） 3 2

為替差損益（△は益） 3 △0

売上債権の増減額（△は増加） 680 △260

たな卸資産の増減額（△は増加） 173 113

その他の流動資産の増減額（△は増加） 62 75

未払消費税等の増減額（△は減少） 3 △48

仕入債務の増減額（△は減少） △673 △346

その他の流動負債の増減額（△は減少） △75 △195

預り保証金の増減額（△は減少） 11 △1

事業譲渡損益（△は益） △269 －

受取補償金 △184 －

その他 77 86

小計 3,011 2,703

利息及び配当金の受取額 79 85

利息の支払額 △99 △80

補償金の受取額 184 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △833 △539

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,341 2,169

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △690 △1,194

有形固定資産の売却による収入 68 66

無形固定資産の取得による支出 △2 △21

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

投資有価証券の売却による収入 1 120

関係会社株式の取得による支出 △1 －

事業譲渡による収入 269 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 0 △36

長期貸付けによる支出 △2 －

長期貸付金の回収による収入 8 42

敷金及び保証金の差入による支出 △3 △4

敷金及び保証金の回収による収入 15 46

その他 △8 △54

投資活動によるキャッシュ・フロー △345 △1,037

㈱デイ･シイ（5234） 平成26年３月期 第３四半期決算短信

- 8 -



（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) 

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） △740 △800

長期借入れによる収入 250 5,000

長期借入金の返済による支出 △877 △5,478

自己株式の取得による支出 △123 △0

配当金の支払額 △166 △164

リース債務の返済による支出 △120 △127

その他 △58 △63

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,836 △1,634

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 156 △502

現金及び現金同等物の期首残高 1,669 2,374

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,825 1,872
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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） 

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．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去１百万円及び持分法投資損失△13百万円

であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

（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   

セメント関連 

事業 
資源事業 環境事業  不動産事業  

生コンクリート 

事業  

売上高   

外部顧客への売上高  8,518 6,794 3,427  557 7,141

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 372 1,037 36  44 4

計  8,890 7,832 3,464  602 7,145

セグメント利益又は 

損失（△） 
 597 142 224  252 △53

  

報告セグメント   
調整額 

（注）１  

四半期連結損益 

計算書計上額 

（注）２  
住生活事業  計 

売上高   

外部顧客への売上高  2,200 28,638 －  28,638

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 15 1,511 △1,511  －

計  2,215 30,150 △1,511  28,638

セグメント利益又は 

損失（△） 
 75 1,238 △11  1,227
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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．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去△２百万円及び持分法投資損失△11百万

円であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

（報告セグメントの区分及び名称の変更） 

当社は、平成25年４月からの３ヵ年を対象に中期経営計画≪ＦＯＲ ＮＥＸＴ ＳＴＡＧＥ≫をスタートいた

しました。この中期経営計画の達成に向けて、経営資源の有効活用を目的に経営管理単位の見直しを行ったこと

に伴い、従来の「管路事業」及びその他に含めていた「コンクリート二次製品事業」を統合し、「住生活事業」

と変更をいたしました。 

また、グループ全体としての事業の位置づけをより適切に表示するため、従来、「骨材事業」、「不動産賃貸

事業」としていた報告セグメントは、それぞれ「資源事業」、「不動産事業」と名称を変更しております。 

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は変更後の報告セグメント区分により作成しております。

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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「不動産事業」セグメントの事業用資産の一部について、回収可能価額の低下により、帳簿価額を回収可能価

額まで減額しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては126百万円で

あります。 

  

  

報告セグメント   

セメント関連 

事業 
資源事業 環境事業  不動産事業  

生コンクリート 

事業  

売上高   

外部顧客への売上高  9,023 6,851 3,665  605 7,451

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 402 1,308 60  35 △10

計  9,426 8,159 3,726  641 7,440

セグメント利益又は 

損失（△） 
 909 239 420  305 △58

  

報告セグメント   
調整額 

（注）１  

四半期連結損益 

計算書計上額 

（注）２  
住生活事業  計 

売上高   

外部顧客への売上高  2,473 30,069 －  30,069

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 13 1,811 △1,811  －

計  2,487 31,881 △1,811  30,069

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △71 1,745 △14  1,731
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