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1. 平成27年3月期第2四半期の業績（平成26年3月21日～平成26年9月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

27年3月期第2四半期 4,619 △3.0 63 122.9 77 48.3 42 35.4
26年3月期第2四半期 4,760 0.1 28 △75.1 52 △60.3 31 △53.2

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

27年3月期第2四半期 5.63 ―
26年3月期第2四半期 4.16 ―

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

27年3月期第2四半期 8,692 6,678 76.8 887.40
26年3月期 8,587 6,650 77.4 883.46
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 6,678百万円 26年3月期 6,650百万円

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

26年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
27年3月期 ― 5.00
27年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3. 平成27年 3月期の業績予想（平成26年 3月 21日～平成27年 3月20日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

営業収益 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 9,200 0.2 100 ― 100 ― 50 ― 6.64



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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） 

※ 注記事項

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） 27年3月期2Q 7,560,000 株 26年3月期 7,560,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 33,636 株 26年3月期 32,035 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 7,527,130 株 26年3月期2Q 7,530,560 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。なお当第２四半期決算短信開示時点において、当第２四半期累
計期間に係る四半期財務諸表に関する監査法人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、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。業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「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．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

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、大規模な経済政策をはじめとした各種政策などによる経済成長へ

の期待感からの円安や株価上昇、金融緩和政策による設備投資の増加などがあり、景気は緩やかな回復基調で推移

し、景気回復に向けた明るい兆しが見えました。しかしながら、４月に実施された消費税率引き上げによる駆け込

み需要はあったものの、その後の消費マインドの低下が懸念材料となっております。

当第２四半期累計期間は、営業収益は概ね前年同四半期程度を維持しました。経常利益は、昨年計上した三好支

店の外壁工事による多額の修繕費が今年はなくなったこと等により、全体としては増益となりました。

その結果、営業収益は4,619百万円（前年同四半期比3.0％減）、経常利益は77百万円（前年同四半期比48.3％増）、

四半期純利益は42百万円（前年同四半期比35.4％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

流動資産は、3,237百万円(前期末比4.6%増、142百万円増)となり、そのうち現金及び預金は、1,425百万円(前期

末比91百万円減)となりました。

固定資産は、5,454百万円(前期末比0.7%減、36百万円減)となり、そのうち有形固定資産は、4,967百万円（前期

末比44百万円減）となりました。

流動負債は、1,455百万円(前期末比5.8%増、79百万円増)となり、そのうち営業未払金は、599百万円（前期末比

33百万円増）となりました.

固定負債は、558百万円(前期末比0.4%減、2百万円減)となり、そのうち長期借入金は、117百万円（前期末比8百

万円減）となりました。

純資産は、6,678百万円（前期末比0.4%増、28百万円増）となり、そのうち利益剰余金は、4,379百万円（前期末

比4百万円増）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２四半期の業績予想については、平成26年８月１日の第１四半期決算短信発表時点と変更ありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期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。

（２）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。
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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26年３月20日)

当第２四半期会計期間
(平成26年９月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,516,214 1,425,020

受取手形及び営業未収入金 1,425,660 1,661,140

貯蔵品 14,741 12,100

その他 143,063 143,927

貸倒引当金 △4,400 △4,700

流動資産合計 3,095,279 3,237,488

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,083,259 5,089,464

減価償却累計額 △3,725,017 △3,782,323

建物及び構築物（純額） 1,358,242 1,307,140

機械装置及び運搬具 2,599,456 2,630,187

減価償却累計額 △2,274,679 △2,286,814

機械装置及び運搬具（純額） 324,777 343,373

土地 3,255,738 3,255,738

その他 228,348 227,277

減価償却累計額 △155,260 △166,040

その他（純額） 73,087 61,237

有形固定資産合計 5,011,846 4,967,490

無形固定資産 46,851 41,889

投資その他の資産

投資有価証券 240,952 277,324

差入保証金 91,896 63,650

その他 100,593 104,945

貸倒引当金 △330 △391

投資その他の資産合計 433,111 445,528

固定資産合計 5,491,808 5,454,908

資産合計 8,587,088 8,692,397
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月20日)

当第２四半期会計期間
(平成26年９月20日)

負債の部

流動負債

営業未払金 565,530 599,294

1年内返済予定の長期借入金 19,680 19,680

未払法人税等 24,676 19,357

賞与引当金 182,418 174,980

役員賞与引当金 5,000 7,500

その他 578,302 634,357

流動負債合計 1,375,607 1,455,169

固定負債

長期借入金 126,120 117,920

退職給付引当金 137,509 128,175

役員退職慰労引当金 165,847 167,859

その他 131,327 144,364

固定負債合計 560,804 558,319

負債合計 1,936,412 2,013,489

純資産の部

株主資本

資本金 1,140,000 1,140,000

資本剰余金 1,120,000 1,120,000

利益剰余金 4,375,098 4,379,850

自己株式 △11,389 △11,880

株主資本合計 6,623,709 6,627,970

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 26,966 50,937

評価・換算差額等合計 26,966 50,937

純資産合計 6,650,675 6,678,907

負債純資産合計 8,587,088 8,692,397
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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25年３月21日
　至 平成25年９月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年３月21日
　至 平成26年９月20日)

営業収益 4,760,363 4,619,879

営業原価 4,554,255 4,363,121

営業総利益 206,107 256,758

販売費及び一般管理費 177,791 193,649

営業利益 28,315 63,108

営業外収益

受取利息 223 305

受取配当金 4,222 8,280

受取保険金 3,725 3,349

投資有価証券売却益 10,711 －

その他 5,826 2,683

営業外収益合計 24,708 14,618

営業外費用

支払利息 834 321

その他 － 26

営業外費用合計 834 347

経常利益 52,189 77,379

特別利益

固定資産売却益 11,178 8,622

特別利益合計 11,178 8,622

特別損失

固定資産除却損 34 313

特別損失合計 34 313

税引前四半期純利益 63,333 85,688

法人税、住民税及び事業税 7,000 12,000

法人税等調整額 25,028 31,296

法人税等合計 32,028 43,296

四半期純利益 31,304 42,391
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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25年３月21日
　至 平成25年９月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年３月21日
　至 平成26年９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 63,333 85,688

減価償却費 134,531 149,051

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,800 360

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,288 △7,438

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 2,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,156 △9,334

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,613 2,012

受取利息及び受取配当金 △4,445 △8,585

支払利息 834 321

投資有価証券売却損益（△は益） △10,711 4

固定資産売却損益（△は益） △11,178 △8,622

固定資産除却損 34 313

売上債権の増減額（△は増加） △186,370 △235,480

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,779 2,641

仕入債務の増減額（△は減少） 95,467 33,764

その他 93,445 101,426

小計 125,302 108,623

利息及び配当金の受取額 4,445 8,585

利息の支払額 △834 △321

法人税等の支払額 △8,489 △16,698

法人税等の還付額 55,905 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 176,329 100,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △300,000 △200,000

定期預金の払戻による収入 － 200,000

有価証券の償還による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △171,388 △149,324

有形固定資産の売却による収入 11,190 8,720

投資有価証券の取得による支出 △37,080 －

投資有価証券の売却による収入 15,030 193

その他 △3,201 △1,964

投資活動によるキャッシュ・フロー △285,449 △142,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △66,420 △8,200

リース債務の返済による支出 △2,664 △2,664

配当金の支払額 △37,601 △37,654

その他 △383 △490

財務活動によるキャッシュ・フロー △107,069 △49,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △216,189 △91,194

現金及び現金同等物の期首残高 1,435,454 1,316,214

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,219,265 1,225,020
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

該当事項はありません。
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