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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第2四半期 7,744 21.0 980 70.0 1,040 55.3 660 58.1

29年3月期第2四半期 6,399 0.9 576 7.7 670 0.1 417 △16.0

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　697百万円 （66.4％） 29年3月期第2四半期　　418百万円 （△15.0％）

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

30年3月期第2四半期 17.56 ―

29年3月期第2四半期 11.02 ―

(2) 連結財政状態

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

30年3月期第2四半期 23,465 12,694 54.1 338.13

29年3月期 23,638 12,330 52.2 327.50

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 12,694百万円 29年3月期 12,330百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

30年3月期 ― 0.00

30年3月期（予想） ― 7.00 7.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 16,500 3.2 2,100 0.6 2,300 0.1 1,300 5.3 34.53

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年3月期2Q 46,184,502 株 29年3月期 46,184,502 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 8,641,808 株 29年3月期 8,532,762 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 37,597,267 株 29年3月期2Q 37,877,615 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料
P.2「(3)連結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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境が改善し、個人消費にも持ち直しの兆し

が見られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、中国や新興国経済の停滞、緊迫する北朝鮮情勢など

の地政学的リスクの高まりや、欧米の政治・経済動向などを背景に、景気の下振れリスクが懸念されるなど、先行

きは不透明な状況が続いております。

このような状況下、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は7,744百万円と前年同四半期と比べ

1,345百万円（21.0％）の増収となりました。

　利益面につきましては、営業利益は980百万円と前年同四半期と比べ403百万円（70.0％）の増益、経常利益は

1,040百万円と前年同四半期と比べ370百万円（55.3％）の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益につきまして

は、法人税等391百万円の計上等により、660百万円と前年同四半期と比べ242百万円（58.1％）の増益となっており

ます。
　

セグメント業績を示すと、次のとおりであります。

① コンクリート等製品事業

当第２四半期連結累計期間におけるコンクリート等製品事業につきましては、マンホール及びプレキャス

トガードフェンス等の振動製品及び落石防護柵の防災製品等の出荷が順調に推移したことから売上高は6,531

百万円、前年同四半期と比べ1,149百万円（21.4％）の増収となり、営業利益は1,068百万円、前年同四半期

と比べ347百万円（48.2％）の増益となりました。

② セラミック事業

セラミック事業は、売上高は448百万円、前年同四半期と比べ６百万円（1.4％）の減収となり、営業利益

は31百万円、前年同四半期と比べ10百万円（51.1％）の増益となりました。

③ 工事事業

工事事業は、売上高460百万円、前年同四半期と比べ176百万円（62.0％）の増収となり、営業利益は93百

万円、前年同四半期と比べ47百万円（104.1％）の増益となりました。

④ その他事業

工事資材事業の収入増加により、その他事業全体で売上高は304百万円、前年同四半期と比べ26百万円

（9.4％）の増収となりました。営業利益は97百万円と前年同四半期と比べ４百万円（5.3％）の増益となり

ました。

　

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は23,465百万円となり、前連結会計年度末と比べ172百万円の減

少となりました。

　流動資産は14,468百万円、前連結会計年度末と比べ245百万円の減少。固定資産は8,997百万円、前連結会計年

度末と比べ72百万円の増加となりました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における総負債は10,771百万円となり、前連結会計年度末と比べ535百万円の減

少となりました。

　流動負債は6,569百万円、前連結会計年度末と比べ345百万円の減少。固定負債は4,202百万円、前連結会計年

度末と比べ190百万円の減少となりました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産は12,694百万円となり、前連結会計年度末と比べ363百万円の増

加となりました。なお、自己資本比率は54.1％、１株当たり純資産額は338.13円となりました。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年3月期の連結業績予想につきましては、平成29年5月11日に公表いたしました連結業績予想に変更はあ

りません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,224,742 6,064,002

受取手形及び売掛金 6,902,360 5,701,637

未成工事支出金 162,217 269,905

商品及び製品 1,559,862 1,648,565

仕掛品 108,343 106,893

原材料及び貯蔵品 391,578 383,962

その他 375,987 305,205

貸倒引当金 △11,883 △12,098

流動資産合計 14,713,208 14,468,074

固定資産

有形固定資産

土地 6,129,599 6,129,599

その他（純額） 1,408,359 1,383,118

有形固定資産合計 7,537,959 7,512,718

無形固定資産 120,642 116,041

投資その他の資産

その他 1,345,595 1,449,366

貸倒引当金 △79,295 △80,520

投資その他の資産合計 1,266,300 1,368,846

固定資産合計 8,924,902 8,997,606

資産合計 23,638,111 23,465,681

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,504,473 3,361,792

短期借入金 760,000 1,360,000

1年内返済予定の長期借入金 482,182 170,512

1年内償還予定の社債 302,000 202,000

未払法人税等 353,489 363,928

賞与引当金 257,397 260,338

工場閉鎖損失引当金 12,800 -

その他 1,241,963 850,661

流動負債合計 6,914,305 6,569,231

固定負債

社債 326,000 225,000

長期借入金 399,539 320,277

退職給付に係る負債 1,378,871 1,331,322

役員退職慰労引当金 4,290 4,290

工場閉鎖損失引当金 744,705 757,505

その他 1,539,573 1,563,868

固定負債合計 4,392,979 4,202,263

負債合計 11,307,285 10,771,495
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,000,000 2,000,000

資本剰余金 743,845 743,845

利益剰余金 9,595,870 9,954,707

自己株式 △1,437,701 △1,470,469

株主資本合計 10,902,015 11,228,083

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 209,011 246,302

土地再評価差額金 1,219,799 1,219,799

その他の包括利益累計額合計 1,428,810 1,466,102

純資産合計 12,330,826 12,694,185

負債純資産合計 23,638,111 23,465,681
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 6,399,269 7,744,988

売上原価 4,462,192 5,323,127

売上総利益 1,937,076 2,421,860

販売費及び一般管理費 1,360,099 1,441,075

営業利益 576,977 980,784

営業外収益

受取利息 549 127

受取配当金 7,281 9,321

負ののれん償却額 6,020 -

持分法による投資利益 - 4,586

経営指導料 20,000 20,000

貸倒引当金戻入額 36,493 -

その他 60,457 60,049

営業外収益合計 130,802 94,084

営業外費用

支払利息 17,334 10,707

持分法による投資損失 3,603 -

貸倒引当金繰入額 - 14,713

その他 16,826 9,223

営業外費用合計 37,764 34,643

経常利益 670,014 1,040,226

特別利益

固定資産売却益 1,352 4,101

投資有価証券売却益 - 6,976

特別利益合計 1,352 11,078

特別損失

固定資産除却損 13 0

工場閉鎖費用 7,238 -

特別損失合計 7,252 0

税金等調整前四半期純利益 664,114 1,051,304

法人税、住民税及び事業税 199,607 364,487

法人税等調整額 46,929 26,766

法人税等合計 246,537 391,253

四半期純利益 417,577 660,050

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 417,577 660,050
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 417,577 660,050

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,421 37,291

その他の包括利益合計 1,421 37,291

四半期包括利益 418,999 697,342

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 418,999 697,342

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30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 664,114 1,051,304

減価償却費 194,391 189,480

負ののれん償却額 △6,020 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34,864 1,440

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,311 2,941

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 21,870 △47,549

受取利息及び受取配当金 △7,830 △9,449

支払利息 17,334 10,707

持分法による投資損益（△は益） 3,603 △4,586

投資有価証券売却損益（△は益） - △6,976

為替差損益（△は益） △929 117

固定資産除売却損益（△は益） △1,338 △4,101

売上債権の増減額（△は増加） 1,532,980 1,200,723

たな卸資産の増減額（△は増加） △118,093 △187,325

仕入債務の増減額（△は減少） △736,274 △142,681

その他 △298,357 △180,610

小計 1,235,896 1,873,434

利息及び配当金の受取額 12,830 14,449

利息の支払額 △17,652 △11,165

法人税等の支払額 △437,796 △351,149

営業活動によるキャッシュ・フロー 793,278 1,525,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △11,800 △30,500

投資有価証券の売却による収入 - 13,168

有形固定資産の取得による支出 △219,875 △233,802

有形固定資産の売却による収入 12,716 4,101

無形固定資産の取得による支出 △23,950 △6,419

関係会社株式の取得による支出 - △160,000

貸付けによる支出 △3,300 -

貸付金の回収による収入 996 862

その他 △15,146 3,822

投資活動によるキャッシュ・フロー △260,358 △408,766

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） △38,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △204,868 △390,932

社債の発行による収入 300,000 -

社債の償還による支出 △61,000 △201,000

リース債務の返済による支出 △18,641 △17,177

自己株式の取得による支出 △63,084 △114

配当金の支払額 △263,895 △298,701

財務活動によるキャッシュ・フロー △349,489 △307,925

現金及び現金同等物に係る換算差額 929 △117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 184,359 808,759

現金及び現金同等物の期首残高 4,362,326 5,174,042

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,546,686 5,982,802
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（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）

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。
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