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１．平成26年10月期第３四半期の連結業績（平成25年11月１日～平成26年７月31日）

（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10月期第３四半期 15,521 6.0 400 △1.4 518 △21.2 313 △13.4

25年10月期第３四半期 14,644 8.4 406 26.0 658 47.0 361 63.8

(注) 包括利益 26年10月期第３四半期 412百万円(△83.9％) 25年10月期第３四半期 2,562百万円( 319.6％)

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10月期第３四半期 11.24 ―

25年10月期第３四半期 12.97 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年10月期第３四半期 23,191 11,761 50.3

25年10月期 22,864 11,524 49.9

(参考) 自己資本 26年10月期第３四半期 11,676百万円 25年10月期 11,418百万円

２．配当の状況

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10月期 ― 2.50 ― 3.00 5.50

26年10月期 ― 3.00 ―

26年10月期(予想) 3.00 6.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

配当の状況に関する注記

３．平成26年10月期の連結業績予想（平成25年11月１日～平成26年10月31日）

連結業績予想に関する序文

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 21,330 6.9 770 23.0 940 △0.6 600 11.7 21.52

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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 ： 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

会計方針の変更に関する注記

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年10月期３Ｑ 28,007,448株 25年10月期 28,007,448株

② 期末自己株式数 26年10月期３Ｑ 131,166株 25年10月期 131,706株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年10月期３Ｑ 27,876,293株 25年10月期３Ｑ 27,876,469株

※ 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が、この四半期決算短信
の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期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の見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報およ
び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、実際の業績
は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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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、消費増税による景気の落込みがありましたが、

雇用情勢の好転が続き、全体として緩やかな回復基調で推移いたしました。

当社グループが強みを持つ建設・土木業界におきましては、復興関連事業や耐震補強事業等で回復

が見込まれましたが、受注物件の獲得競争や労務費・材料費の高騰等が影響し、依然として厳しい状

況が続いております。

このような状況の下で当社グループは、地域密着営業の強化と業務の効率化を図り、受注拡大に注

力しました。特に、東京オリンピックや今後期待される首都圏の建設・土木関連需要に対応するた

め、東京北営業所を開設しました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は15,521百万円で、前年同四半期比877

百万円、6.0％の増加となりました。営業利益は400百万円で、前年同四半期比5百万円、1.4％の減少

となりました。経常利益は518百万円で、前年同四半期比139百万円、21.2％の減少となりました。四

半期純利益は313百万円で、前年同四半期比48百万円、13.4％の減少となりました。

①財政状態の変動状況について

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて193百万円増

加し11,706百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が94百万円増加、商品が325百万円

増加、その他流動資産が89百万円増加に対し、受取手形及び売掛金が315百万円減少したことによる

ものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて133百万円増

加し11,485百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券が175百万円増加したことによるも

のです。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて23百万円増加

し8,041百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が280百万円増加に対し、賞与引

当金が79百万円減少とその他流動負債154百万円が減少したことによるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて64百万円増加

し3,387百万円となりました。この主な要因は、繰延税金負債が87百万円増加したことによるもので

あります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて237百万円増加

し11,761百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が146百万円およびその他有価証券評価

差額金が106百万円増加したことによるものであります。

平成25年12月12日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

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。

（法人税率の変更等による影響）

平成26年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26

年４月１日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに

伴い、平成26年11月１日に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延

税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の38.0％から35.6％に変更になります。

なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。

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

（追加情報）
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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10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,288,791 1,383,199

受取手形及び売掛金 7,484,061 7,168,356

商品 2,579,845 2,905,398

その他 171,559 261,373

貸倒引当金 △11,059 △11,942

流動資産合計 11,513,197 11,706,384

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 767,017 733,993

機械装置及び運搬具（純額） 61,528 62,789

土地 2,241,810 2,241,810

その他（純額） 65,619 55,372

有形固定資産合計 3,135,975 3,093,965

無形固定資産 91,434 93,348

投資その他の資産

投資有価証券 8,015,537 8,190,768

破産更生債権等 5,732 5,543

その他 108,712 106,927

貸倒引当金 △5,732 △5,543

投資その他の資産合計 8,124,250 8,297,695

固定資産合計 11,351,660 11,485,009

資産合計 22,864,857 23,191,393

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,933,121 4,213,209

短期借入金 3,450,000 3,440,000

賞与引当金 152,291 72,501

役員賞与引当金 12,000 －

その他 470,477 316,160

流動負債合計 8,017,890 8,041,871

固定負債

社債 500,000 500,000

長期借入金 200,000 200,000

繰延税金負債 2,366,888 2,454,879

退職給付引当金 227,351 229,776

長期未払金 25,467 －

長期預り保証金 3,000 3,000

固定負債合計 3,322,707 3,387,656

負債合計 11,340,598 11,429,528
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,712,335 2,712,335

資本剰余金 1,728,146 1,728,146

利益剰余金 2,622,426 2,768,450

自己株式 △24,542 △24,573

株主資本合計 7,038,365 7,184,359

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,392,707 4,499,216

繰延ヘッジ損益 △1,381 2,871

為替換算調整勘定 △11,194 △9,592

その他の包括利益累計額合計 4,380,131 4,492,495

少数株主持分 105,762 85,010

純資産合計 11,524,259 11,761,865

負債純資産合計 22,864,857 23,191,393
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
至 平成26年７月31日)

売上高 14,644,495 15,521,916

売上原価 11,418,496 12,275,062

売上総利益 3,225,999 3,246,853

販売費及び一般管理費 2,819,506 2,845,873

営業利益 406,492 400,980

営業外収益

受取利息 64 67

受取配当金 55,205 73,900

受取賃貸料 26,050 9,700

デリバティブ評価益 95,318 －

仕入割引 53,959 59,689

為替差益 31,951 1,283

その他 17,058 11,478

営業外収益合計 279,607 156,119

営業外費用

支払利息 17,002 19,040

デリバティブ評価損 － 4,273

売上割引 9,960 13,898

その他 922 1,177

営業外費用合計 27,885 38,389

経常利益 658,215 518,710

特別利益

固定資産売却益 － 497

特別利益合計 － 497

税金等調整前四半期純利益 658,215 519,207

法人税、住民税及び事業税 247,342 161,940

法人税等調整額 45,605 40,016

法人税等合計 292,948 201,957

少数株主損益調整前四半期純利益 365,266 317,249

少数株主利益 3,667 3,952

四半期純利益 361,599 313,297
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
至 平成26年７月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 365,266 317,249

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,192,032 88,668

繰延ヘッジ損益 △10,948 4,252

為替換算調整勘定 15,980 2,670

その他の包括利益合計 2,197,064 95,591

四半期包括利益 2,562,331 412,841

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,519,862 425,661

少数株主に係る四半期包括利益 42,468 △12,820
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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３四半期連結累計期間(自 平成24年11月１日 至 平成25年７月31日)

当社グループは、鉄鋼材の卸売およびこれに附帯する事業を営む単一事業につき、記載を省略してお

ります。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年11月１日 至 平成26年７月31日)

当社グループは、鉄鋼材の卸売およびこれに附帯する事業を営む単一事業につき、記載を省略してお

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）
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