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

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期 83,379 4.5 4,878 34.1 4,875 38.5 3,105 11.8
25年3月期 79,787 1.0 3,637 108.6 3,520 115.4 2,776 178.2

（注）包括利益 26年3月期 3,275百万円 （15.7％） 25年3月期 2,830百万円 （108.1％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

26年3月期 85.30 ― 9.9 5.4 5.9
25年3月期 76.26 ― 9.8 3.9 4.6

（参考） 持分法投資損益 26年3月期 192百万円 25年3月期 206百万円

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 91,142 33,054 36.3 908.00
25年3月期 90,159 29,516 32.7 810.77

（参考） 自己資本 26年3月期 33,054百万円 25年3月期 29,516百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

26年3月期 6,162 △1,167 △6,482 4,038
25年3月期 3,331 △349 △520 5,525

2. 配当の状況
年間配当金 配当金総額

（合計）
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

25年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 291 10.5 1.0
26年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 364 11.7 1.2
27年3月期(予想) ― 5.00 ― 7.00 12.00 12.5

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期(累計) 42,000 7.5 2,050 7.7 2,000 6.4 1,250 1.2 34.34
通期 90,000 7.9 5,600 14.8 5,500 12.8 3,500 12.7 96.14
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※ 注記事項
(1) 期中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) 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）

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 ： 有
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 36,436,125 株 25年3月期 36,436,125 株
② 期末自己株式数 26年3月期 33,183 株 25年3月期 31,494 株
③ 期中平均株式数 26年3月期 36,403,849 株 25年3月期 36,405,086 株

※ 監査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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合

があります。
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料2ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

a.当期の経営成績

当連結会計年度（当社第47期）におけるわが国経済は、政府の緊急経済対策を受けた国内消費マ

インドの改善、円高修正の定着による輸出の持ち直し等により、景況感は緩やかな回復基調で推移

いたしました。

当社グループの属する建設業界におきましても、平成24年度補正予算の執行開始を皮切りとした

公共投資の増、東日本大震災からの復興事業の本格化に加え、民間投資についても、企業業績の改

善に伴う設備投資の持ち直し、金利の先高観および消費増税前駆け込み需要を背景とした住宅需要

増の影響等により、需要は回復基調で推移いたしました。

このような経営環境のなか、当社グループは採算性を重視した受注活動を行うとともにコスト削

減に注力し、収益力の向上に努めてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は、833億79百万円と前年同期比4.5％の増収となり

ました。利益面におきましては、営業利益で48億78百万円（前年同期比34.1％増）、経常利益で48

億75百万円（前年同期比38.5％増）、当期純利益は31億5百万円（前年同期比11.8％増）となりま

した。

セグメント別の概況は以下のとおりであります。

（仮設鋼材事業）

仮設鋼材事業におきましては、公共投資、震災復興関連を中心に需要は堅調に推移しました。そ

のような環境のもと、平成25年4月1日付で実施した営業部門、工事部門の再編による、材料と工事

の一括受注の拡大と採算性向上の推進、および調達コストの圧縮をはじめとするコスト削減に努め

ました。

また、平成25年4月1日付で橋梁事業推進部を設立し、仮設橋梁事業について強化に取り組むな

ど、周辺分野の需要拡大への対応にも注力してまいりました。

以上の結果、仮設鋼材事業の売上高は739億2百万円（前年同期比3.1％増）、経常利益は34億43

百万円（前年同期比51.9％増）となりました。

（建設機械事業）

建設機械事業におきましては、稼働率、賃貸単価ともに堅調に推移したことから、売上高は127

億95百万円（前年同期比7.2％増）、経常利益は16億1百万円（前年同期比13.4％増）となりまし

た。

b.次期の見通し

次期の建設業界は、東日本大震災の復興事業の本格化に加え、首都圏ではオリンピック・パラリ

ンピック関連需要の立ち上がりも想定され、需要は堅調に推移するものと想定されます。

一方、建設業界の人手不足は社会問題化しており、工期の遅れやコストアップなど、先行きへの

不安材料があります。

このような経営環境において当社グループは、材料、労務、物流をはじめとする、事業に不可欠

なリソースの確保に注力するとともに、採算性を重視した受注活動、およびコスト削減をより一層

推進し、収益力の向上に努めてまいります。

また、仮設橋梁事業等のインフラ関係周辺事業の拡大、およびコラム切梁をはじめとする新商

品、新技術の展開にも注力してまいります。

以上の諸施策を実施する結果、次期の連結業績の見通しにつきましては、売上高は900億円、営

業利益56億円、経常利益55億円、当期純利益は35億円を見込んでおります。
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（２）財政状態に関する分析

①資産の状況

当連結会計年度末における資産の部は、前連結会計年度末と比較して9億83百万円（1.1％）増加

し、911億42百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金が19億92百万円、退職給付に係る資産が8億21百万円増加した

一方で、預け金が20億円減少したことによるものであります。

②負債の状況

当連結会計年度末における負債の部は、前連結会計年度末と比較して25億55百万円（4.2％）減

少し、580億88百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金と電子記録債務を合わせた仕入債務が27億86百万円増加した一

方で、借入金が50億円、リース債務が11億72百万円減少したことによるものであります。

③純資産の状況

当連結会計年度末における純資産の部は、前連結会計年度末と比較して35億38百万円（12.0％）

増加し、330億54百万円となりました。

これは主に、当期純利益31億5百万円、退職給付に係る調整累計額5億56百万円を計上した一方

で、前期末配当金2億91百万円(１株当たり8円)の支払いを実施したことによるものであります。

④キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末と比較して

14億87百万円（26.9％）減少し、40億38百万円となりました。

なお、各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、61億62百万円（前年同期33億31

百万円）となりました。

これは主に、資金財源として減価償却前の税金等調整前当期純利益67億7百万円を確保し、仕入

債務の増加による資金増加が28億88百万円となったのに対し、売上債権の増加による資金減少が19

億83百万円、たな卸資産の増加による資金減少が7億62百万円、法人税等の支払額が5億88百万円と

なったこと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)

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△11億67百万円（前年同期△3

億49百万円）となりました。

これは主に、賃貸用建設機械の取得による支出が10億52百万円となったこと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)

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、△64億82百万円（前年同期△5

億20百万円）となりました。

これは主に、返済により短期借入金が50億円減少し、ファイナンス・リース債務の返済による支

出が11億89百万円、前期末配当金の支払額が2億91百万円となったことによるものであります。
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※1.各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

2.株式時価総額は、期末株価終値×発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っ

ている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計

算書の利息の支払額を使用しております。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主に対する利益還元を経営の重点課題として位置付けており、配当金につきまして

は、安定的配当を念頭に置きつつ、毎期の業績、将来の投資計画、手元資金の状況と内部留保を総

合的に勘案した上で決定する方針としております。

以上の方針に基づき、当事業年度の配当につきましては、中間配当は無配とさせていただきまし

たが、期末配当金額は1株当たり10円を予定しております。

また、次期の1株当たり配当金額につきましては、年間12円（うち中間配当5円）を予定しており

ます。

平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期

自己資本比率 30.4% 29.7% 32.7% 36.3%

時価ベースの自己資本比率 16.4% 16.1% 31.1% 34.7%

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率
6.8年 10.5年 8.9年 3.8年

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
8.5倍 7.4倍 9.5倍 25.8倍
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２．企業集団の状況

当社グループ（当社、連結子会社ならびに関連会社）は、建設仮設材の賃貸および販売ならびに

仮設工事の設計、施工等を主たる事業内容とする当社を中核として、各建設作業所における関連商

品群を取扱い、総合的な営業活動を全国規模で展開しております。

（仮設鋼材事業）

仮設鋼材事業におきましては、当社ならびに連結子会社4社、関連会社2社にて展開しておりま

す。連結子会社ジェコス北海道㈱は北海道を中心に建設仮設材の賃貸および販売等を行なっており

ます。一方、関連会社の協友リース㈱はH形鋼桁材等を保有、管理しており、当社はその提供を受

けて顧客に供給しております。また、関連会社の北日本建材リース㈱は当社と建設仮設材等の賃貸

借を行なっております。また、連結子会社トラック・エンド・メンテナンス・サービス㈱は、建設

仮設材等の運送を行なっており、当社はその委託をしております。さらに、連結子会社ジェコス設

計㈱は、設計およびコンサルティング等を、連結子会社ジェコス工事㈱は仮設工事の安全施工に関

する技術的支援等を行なっております。

（建設機械事業）

建設機械事業におきましては、㈱レクノスほか5社の連結子会社が、それぞれの担当地域におい

て営業活動を展開し、賃貸用建設機械および事務用機器を賃貸しております。また、当社と情報を

共有化し、連携営業を行なうことで仮設鋼材事業とのシナジー効果の実現を図っております。

（親会社等）

ジェイ エフ イー ホールディングス㈱は、当社議決権数の39.35％、22.64％をそれぞれ有する

その他の関係会社であるJFEスチール㈱ならびにJFE商事㈱の完全親会社であることから、間接保有

により当社の親会社に該当いたします。また、当社が取扱う建設仮設材の一部は、JFEスチール㈱

製の鉄鋼製品を同社およびJFE商事㈱から調達しております。

当社グループの概要図は下記のとおりであります。

(注)1.北日本建材リース㈱は持分法非適用の関連会社であります。

2.平成26年2月3日付で、当社子会社であるリプロダクション㈱はジェコス設計㈱に社名変更し、主要な事業

内容を建設仮設材等の加工から設計およびコンサルティングに変更しております。
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社グループは、建設工事における基礎工事など地下掘削に欠かせない建設仮設材、建設機械の

賃貸や仮設工事の設計、施工を中心事業としております。

平成23年の東日本大震災により、安全・安心な国づくりの重要性が増してきておりますが、今日

まで培ってきた技術力を活かし、建設事業を総合的にサポートする役割をしっかりと果たし、社会

資本の形成に寄与してまいります。

また、法令遵守、お客様満足を重視し、企業価値の 大化に努めてまいります。

（２）目標とする経営指標

当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重点課題としていることから、経営指標として

自己資本当期純利益率(ROE)を重視しております。具体的には、自己資本当期純利益率(ROE)5％以

上を安定的に確保することを目標としております。

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

当社グループを取り巻く建設業界は、当面は東日本大震災からの復興事業やインフラ整備需要、

オリンピック・パラリンピック関連需要の増加が期待できるものの、中長期的には需要は減少基調

に転じ、経営環境は厳しい局面が到来するものと想定しております。このような認識のもと、当社

グループは請負工事、鋼製加工製品など仮設周辺事業における技術力強化、新技術、新製品の開

発、および新規事業の拡大を積極的に行ない、変化する環境に耐えうる収益基盤の確立を目指して

まいります。

また、鋼材をはじめとする経営資源の確保と有効活用、および調達コストの圧縮を図るほか、工

場における合理化を推進し、コスト削減、安全性、効率性、品質の向上に努めるとともに、財務体

質の一層の強化に取り組んでまいります。
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４．連結財務諸表

（１）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)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,525 4,038

受取手形及び売掛金 ※1  31,537 ※1  33,529

建設仮設材 25,250 25,154

商品 1,590 2,352

製品 418 293

仕掛品 315 443

原材料及び貯蔵品 254 343

繰延税金資産 1,015 1,174

預け金 2,000 -

その他 553 499

貸倒引当金 △516 △521

流動資産合計 65,939 67,304

固定資産

有形固定資産

賃貸用建設機械 2,750 3,707

減価償却累計額 △1,396 △1,954

賃貸用建設機械（純額） 1,354 1,753

建物及び構築物 11,508 11,475

減価償却累計額 △8,598 △8,702

建物及び構築物（純額） 2,910 2,772

機械装置及び運搬具 6,781 6,764

減価償却累計額 △6,230 △6,314

機械装置及び運搬具（純額） 551 450

土地 12,811 12,819

リース資産 4,091 2,986

減価償却累計額 △2,123 △1,751

リース資産（純額） 1,968 1,235

その他 993 920

減価償却累計額 △816 △732

その他（純額） 177 188

有形固定資産合計 19,771 19,217

無形固定資産 540 473

投資その他の資産

投資有価証券 2,211 2,585

退職給付に係る資産 - 821

その他 1,977 1,008

貸倒引当金 △279 △267

投資その他の資産合計 3,909 4,147

固定資産合計 24,219 23,837

資産合計 90,159 91,142
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 25,422 22,777

電子記録債務 - 5,431

短期借入金 20,400 17,900

リース債務 1,184 914

未払法人税等 367 664

賞与引当金 611 727

役員賞与引当金 12 32

受注損失引当金 59 1

その他 2,248 2,238

流動負債合計 50,304 50,684

固定負債

長期借入金 ※1  6,350 ※1  3,850

リース債務 1,662 760

再評価に係る繰延税金負債 1,940 1,945

退職給付引当金 205 -

役員退職慰労引当金 181 192

退職給付に係る負債 - 128

その他 1 529

固定負債合計 10,339 7,404

負債合計 60,643 58,088

純資産の部

株主資本

資本金 4,398 4,398

資本剰余金 4,596 4,596

利益剰余金 21,271 24,087

自己株式 △15 △16

株主資本合計 30,249 33,064

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 364 539

土地再評価差額金 △1,097 △1,105

退職給付に係る調整累計額 - 556

その他の包括利益累計額合計 △734 △10

純資産合計 29,516 33,054

負債純資産合計 90,159 91,142
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

(連結損益計算書)

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

売上高 79,787 83,379

売上原価 64,941 67,197

売上総利益 14,846 16,182

販売費及び一般管理費

給与諸手当 4,649 4,652

賞与引当金繰入額 539 614

退職給付費用 534 267

その他 5,489 5,771

販売費及び一般管理費合計 11,210 11,304

営業利益 3,637 4,878

営業外収益

受取利息 1 2

受取配当金 27 26

持分法による投資利益 206 192

その他 79 47

営業外収益合計 314 267

営業外費用

支払利息 349 237

手形売却損 19 13

その他 62 20

営業外費用合計 431 270

経常利益 3,520 4,875

特別利益

投資有価証券売却益 51 -

特別利益合計 51 -

特別損失

減損損失 660 -

事務所移転費用 - 102

特別損失合計 660 102

税金等調整前当期純利益 2,910 4,773

法人税、住民税及び事業税 521 884

法人税等調整額 △387 784

法人税等合計 134 1,668

少数株主損益調整前当期純利益 2,776 3,105

少数株主利益 - -

当期純利益 2,776 3,105
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(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 2,776 3,105

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 54 175

土地再評価差額金 - △6

その他の包括利益合計 54 170

包括利益 2,830 3,275

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,830 3,275

少数株主に係る包括利益 - -
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,398 4,596 18,941 △15 27,919

当期変動額

剰余金の配当 △291 △291

土地再評価差額金の

取崩
△154 △154

当期純利益 2,776 2,776

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― 2,331 △0 2,331

当期末残高 4,398 4,596 21,271 △15 30,249

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 310 △1,251 ― △941 26,978

当期変動額

剰余金の配当 △291

土地再評価差額金の

取崩
△154

当期純利益 2,776

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
54 154 ― 208 208

当期変動額合計 54 154 ― 208 2,538

当期末残高 364 △1,097 ― △734 29,516

ジェコス㈱（9991）　平成26年3月期　決算短信

11



当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,398 4,596 21,271 △15 30,249

当期変動額

剰余金の配当 △291 △291

土地再評価差額金の

取崩
2 2

当期純利益 3,105 3,105

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― 2,816 △1 2,815

当期末残高 4,398 4,596 24,087 △16 33,064

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 364 △1,097 ― △734 29,516

当期変動額

剰余金の配当 △291

土地再評価差額金の

取崩
2

当期純利益 3,105

自己株式の取得 △1

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
175 △8 556 723 723

当期変動額合計 175 △8 556 723 3,538

当期末残高 539 △1,105 556 △10 33,054
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,910 4,773

減価償却費 2,025 1,934

減損損失 660 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △336 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） 150 116

退職給付引当金の増減額（△は減少） 75 -

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） - △48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △60 11

受注損失引当金の増減額（△は減少） △28 △58

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10 19

受取利息及び受取配当金 △28 △28

支払利息 349 237

持分法による投資損益（△は益） △206 △192

賃貸用建設機械売却損益（△は益） △148 △123

投資有価証券売却損益（△は益） △51 △2

売上債権の増減額（△は増加） △795 △1,983

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,720 △762

その他の流動資産の増減額（△は増加） 28 43

破産更生債権等の増減額（△は増加） 131 16

仕入債務の増減額（△は減少） △3,857 2,888

未払消費税等の増減額（△は減少） 353 △330

その他の流動負債の増減額（△は減少） 37 311

その他の固定負債の増減額（△は減少） △4 △1

その他 75 31

小計 3,990 6,858

利息及び配当金の受取額 140 131

利息の支払額 △350 △239

法人税等の支払額 △449 △588

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,331 6,162
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

賃貸用建設機械の取得による支出 △787 △1,052

賃貸用建設機械の売却による収入 150 132

その他の有形固定資産の取得による支出 △103 △279

その他の有形固定資産の売却による収入 15 0

無形固定資産の取得による支出 △153 △93

投資有価証券の取得による支出 △4 △4

投資有価証券の売却による収入 25 2

関係会社株式の売却による収入 447 -

貸付けによる支出 △1 △1

貸付金の回収による収入 8 5

その他の投資による支出 △57 △150

その他の投資の回収による収入 110 272

投資活動によるキャッシュ・フロー △349 △1,167

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） 1,500 △5,000

自己株式の純増減額（△は増加） 0 △1

ファイナンス・リース債務の返済による支
出

△1,728 △1,189

配当金の支払額 △292 △291

財務活動によるキャッシュ・フロー △520 △6,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,462 △1,487

現金及び現金同等物の期首残高 3,064 5,525

現金及び現金同等物の期末残高 5,525 4,038
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（５）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)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指

針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る資産及び

負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る資産に計上い

たしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会

計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しておりま

す。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る資産が821百万円、退職給付に係る負債が128百万円計上さ

れております。また、その他の包括利益累計額が556百万円増加しております。

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

(連結貸借対照表関係)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

受取手形 945百万円 945百万円

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

長期借入金 850百万円 850百万円
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(セグメント情報)

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社グループは、営業品目別のセグメントから構成されており、「仮設鋼材事業」、「建設機械事業」を報告セグ

メントとしております。各会社は、いずれかの事業に属し、当社取締役会での経営意思決定を受けて、営業戦略を立

案し事業活動を展開しております。

「仮設鋼材事業」は、建設工事用仮設鋼材の賃貸及び販売を中心に、それに関連する仮設工事の設計施工、特殊加

工製品の製作及び販売等を行っております。「建設機械事業」は、建設機械の賃貸等を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの利益は、経常利益をベースとした数値であります。また、セグメント間の内部売上高及び振替高

は、第三者間取引価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(注) １ セグメント利益、セグメント資産及びその他の項目の調整額は、連結調整によるものであります。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

(単位：百万円)

仮設鋼材 建設機械 合計
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額(注)２

売上高

外部顧客への売上高 69,485 10,302 79,787 ― 79,787

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,227 1,628 3,856 △3,856 ―

計 71,712 11,931 83,643 △3,856 79,787

セグメント利益 2,267 1,412 3,679 △159 3,520

セグメント資産 86,614 5,782 92,396 △2,237 90,159

その他の項目

減価償却費 791 491 1,282 743 2,025

受取利息 8 0 8 △7 1

支払利息 242 7 248 101 349

持分法による投資利益 206 ― 206 ― 206

持分法適用会社への投資額 678 ― 678 ― 678

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

220 1,387 1,606 △302 1,304
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(注) １ セグメント利益、セグメント資産及びその他の項目の調整額は、連結調整によるものであります。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

(１株当たり情報)

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過

的な取扱いに従っております。

この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が、15.27円増加しております。

３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(単位：百万円)

仮設鋼材 建設機械 合計
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額(注)２

売上高

外部顧客への売上高 72,062 11,317 83,379 ― 83,379

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,840 1,478 3,318 △3,318 ―

計 73,902 12,795 86,697 △3,318 83,379

セグメント利益 3,443 1,601 5,044 △169 4,875

セグメント資産 85,968 6,860 92,829 △1,687 91,142

その他の項目

減価償却費 660 683 1,343 591 1,934

受取利息 13 0 13 △11 2

支払利息 178 4 182 55 237

持分法による投資利益 192 ― 192 ― 192

持分法適用会社への投資額 777 ― 777 ― 777

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

323 1,099 1,422 △66 1,355

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり純資産額 810.77円 908.00円

１株当たり当期純利益金額 76.26円 85.30円

項目
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(百万円) 2,776 3,105

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,776 3,105

普通株式の期中平均株式数(千株) 36,405 36,404
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５．その他

（１）役員の異動

平成26年3月7日付「役員人事および組織変更に関するお知らせ」をご覧ください。 
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（２）連結業績（セグメント別前年同期比較）

2013年３月期 2014年３月期

(2012/04～2013/03) (2013/04～2014/03) 増減額 増減率(%)

79,787 83,379 3,592 4.5

仮設鋼材事業 71,712 73,902 2,189 3.1

建設機械事業 11,931 12,795 864 7.2

調整額 △3,856 △3,318 538

売上原価 △64,941 △67,197 △2,256

売上総利益 14,846 16,182 1,336 9.0

（利益率％） 18.6 19.4

販売費及び一般管理費 △11,210 △11,304 △95

営業利益 3,637 4,878 1,241 34.1

（利益率％） 4.6 5.9

営業外収益 314 267 △47

営業外費用 △431 △270 160

経常利益 3,520 4,875 1,355 38.5

（利益率％） 4.4 5.8

仮設鋼材事業 2,267 3,443 1,176 51.9

売上高

（単位：百万円）
前年同期比

※1

仮設鋼材事業 , , , .

建設機械事業 1,412 1,601 189 13.4

調整額 △159 △169 △10

特別利益 51  － △51

特別損失 △660 △102 559

税金等調整前当期純利益 2,910 4,773 1,862 64.0

（利益率％） 3.6 5.7

税金費用 △134 △1,668 △1,534

当期純利益 2,776 3,105 329 11.8

（利益率％） 3.5 3.7

(注)

※1  セグメント売上の調整額はセグメント間の内部売上高又は振替高の消去額であり、

セグメント利益の調整額は連結調整であります。

※1
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（３）連結貸借対照表（前期末比較）

2013年３月期 2014年３月期

2013/03末 2014/03末 増減額 増減率(%)

流動資産 65,939 67,304 1,365 2.1

現金及び預金 3,525 4,038 513 14.5

受取手形及び売掛金 31,537 33,529 1,992 6.3

たな卸資産 27,825 28,586 761 2.7

その他 3,568 1,673 △1,895 △53.1

貸倒引当金 △516 △521 △5 －

固定資産 24,219 23,837 △382 △1.6

有形固定資産 19,771 19,217 △554 △2.8

賃貸用建設機械 1,354 1,753 399 29.5

建物及び構築物 2,910 2,772 △138 △4.7

土地 12,811 12,819 8 0.1

リース資産 1,968 1,235 △733 △37.2

その他 728 638 △90 △12.4

無形固定資産 540 473 △67 △12.4

投資その他の資産 3,909 4,147 239 6.1

投資有価証券 2,211 2,585 374 16.9

退職給付に係る資産 － 821 821 －

その他 1,977 1,008 △968 △49.0

貸倒引当金 △279 △267 12 －

資産合計 90,159 91,142 983 1.1

2013年３月期 2014年３月期

2013/03末 2014/03末 増減額 増減率(%)

流動負債 50,304 50,684 380 0.8

支払手形及び買掛金 25,422 22,777 △2,645 △10.4

電子記録債務 － 5,431 5,431 －

短期借入金 20,400 17,900 △2,500 △12.3

リース債務 1,184 914 △270 △22.8

未払法人税等 367 664 296 80.7

引当金 683 761 78 11.4

その他 2,248 2,238 △10 △0.5

固定負債 10,339 7,404 △2,935 △28.4

長期借入金 6,350 3,850 △2,500 △39.4

リース債務 1,662 760 △902 △54.3

再評価に係る繰延税金負債 1,940 1,945 5 0.2

引当金 385 192 △193 △50.2

退職給付に係る負債 － 128 128 －

その他 1 529 528 －

負債合計 60,643 58,088 △2,555 △4.2

株主資本 30,249 33,064 2,815 9.3

資本金 4,398 4,398 － －

資本剰余金 4,596 4,596 － －

利益剰余金 21,271 24,087 2,816 13.2

自己株式 △15 △16 △1 －

その他の包括利益累計額 △734 △10 723 －

その他有価証券評価差額金 364 539 175 48.2

土地再評価差額金 △1,097 △1,105 △8 －

退職給付に係る調整累計額 － 556 556 －

純資産合計 29,516 33,054 3,538 12.0

負債純資産合計 90,159 91,142 983 1.1

（単位：百万円）

前期末比

前期末比
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