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

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 2,379 △24.1 280 △47.7 308 △42.8 198 △47.1
25年3月期第3四半期 3,136 31.5 535 156.3 540 132.5 374 77.3

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 25.69 25.65
25年3月期第3四半期 48.58 48.50

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 9,649 7,824 81.1 1,015.02
25年3月期 9,740 7,709 79.2 1,000.18
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 7,824百万円 25年3月期 7,709百万円

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 ： 有 
・配当予想の修正につきましては、本日（平成26年２月14日）公表いたしました「平成26年３月期 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ
い。 

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 7.00 7.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31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 ： 有 
・業績予想の修正につきましては、本日（平成26年２月14日）公表いたしました「平成26年３月期 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ
い。 

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 2,800 △30.9 180 △68.0 200 △65.1 110 △72.5 14.27



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 
（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「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」をご覧ください。 

(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
②①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3Q 9,320,400 株 25年3月期 9,320,400 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,611,898 株 25年3月期 1,611,861 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 7,708,523 株 25年3月期3Q 7,708,539 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報告書のレビュー手続きの対象外ではありますが、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報告書のレビュー手続き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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
１．上記の業績予想及び配当予想につきましては、平成25年５月15日に公表いたしました内容から変更しております。詳細につきましては、平成26年２月14日 
  付の「平成26年３月期 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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）経営成績に関する説明 

当第３四半期累計期間における我が国の経済は、政府による経済政策や日銀の量的・質的金融緩和の導入によ

り、円安・株高の流れが続く中で景気は緩やかな回復を見せました。 

一方、世界経済は緩やかに持ち直しているものの、欧州債務問題の動向、新興国の成長鈍化など、また、国内に

おいては、消費税率の引き上げ、円安により輸入価格が上昇するなど景気が下振れするリスクもあり、依然とし

て先行きは不透明な状況が続いております。 

このような状況下で当社の当第３四半期累計期間の業績は、売上高２３億７千９百万円（前年同四半期比24.1％

減）、営業利益２億８千万円（前年同四半期比47.7％減）、経常利益３億８百万円（前年同四半期比42.8％減）

と減収減益となりました。 

事業別にみると、主力のスパンクリート事業は、売上数量が対前年同四半期比33.4％減少となり、売上高は２１

億３千２百万円（前年同四半期比26.3％減）と減収となりました。利益面に関しましても、夏頃から生産・出荷

数量が低迷しており、営業利益１億５千４百万円（前年同四半期比61.9％減）と減益となりました。他方不動産

事業は、オフィスビル４棟の賃料収入が安定収益源となっており、売上高２億４千６百万円（前年同四半期比

2.1％増）、営業利益１億２千９百万円（前年同四半期比2.5％減）となりました。 

四半期純利益につきましては、法人税等１億１千万円を計上したこと等により、１億９千８百万円の四半期純利

益（前年同四半期比47.1％減）となりました。 

（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３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ９千万円減少して９６億４千９百万円となりました。

流動資産は、１億２千６百万円減少しておりますが、これは主として、現金及び預金が３億９千６百万円増加、

売上債権が４億７千９百万円減少、たな卸資産が５千３百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は、３千６百万円増加しておりますが、これは主として、有形固定資産が２千万円減少、無形固定資産

が３千５百万円増加、投資有価証券が２千５百万円増加したこと等によるものであります。 

流動負債は、２億４百万円減少しておりますが、これは主として、買掛債務が１億１千１百万円減少、未払法人

税等が４千２百万円増加、賞与引当金が１千３百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は、０百万円減少しております。 

純資産につきましては、四半期純利益１億９千８百万円の計上等により１億１千４百万円増加し、７８億２千４

百万円となり、この結果、自己資本比率は81.1％（前事業年度末79.2％）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 

平成25年５月15日に公表いたしました平成26年３月期通期の個別業績予想を修正いたしました。詳細につきまし

ては、本日（平成26年２月14日）公表の「平成26年３月期 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を

ご覧ください。 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

（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。 

該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,359,234 2,755,829

受取手形 675,566 410,202

売掛金 295,447 84,571

完成工事未収入金 7,557 4,358

有価証券 285,128 285,105

商品及び製品 177,848 123,632

仕掛品 3,478 3,001

未成工事支出金 1,537 151

原材料及び貯蔵品 55,827 58,868

繰延税金資産 44,274 44,274

その他 21,840 31,004

流動資産合計 3,927,741 3,800,999

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,112,897 1,118,786

機械及び装置（純額） 148,983 128,548

土地 3,656,382 3,656,382

その他（純額） 137,371 131,255

有形固定資産合計 5,055,634 5,034,972

無形固定資産 42,483 78,228

投資その他の資産   

投資有価証券 639,349 664,722

その他 75,260 70,947

投資その他の資産合計 714,609 735,670

固定資産合計 5,812,728 5,848,871

資産合計 9,740,469 9,649,871

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,196 36,229

工事未払金 123,547 30,271

短期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 52,169 95,154

賞与引当金 27,450 13,803

工事損失引当金 646 －

その他 280,951 159,152

流動負債合計 1,138,962 934,610

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 607,640 607,640

その他 283,975 283,329

固定負債合計 891,615 890,969

負債合計 2,030,578 1,825,580
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,295,900 3,295,900

資本剰余金 3,696,670 3,696,670

利益剰余金 551,841 634,277

自己株式 △370,567 △370,588

株主資本合計 7,173,844 7,256,259

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 127,673 159,658

土地再評価差額金 408,373 408,373

評価・換算差額等合計 536,046 568,031

純資産合計 7,709,891 7,824,291

負債純資産合計 9,740,469 9,649,871
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 3,136,052 2,379,249

売上原価 2,196,705 1,696,421

売上総利益 939,346 682,827

販売費及び一般管理費 403,839 402,602

営業利益 535,506 280,225

営業外収益   

受取利息 8,749 6,385

受取配当金 6,057 4,971

投資有価証券売却益 613 －

仕入割引 9,424 6,140

投資事業組合運用益 － 20,109

保険返戻金 9,598 －

その他 5,206 3,790

営業外収益合計 39,650 41,396

営業外費用   

支払利息 5,490 4,775

投資有価証券売却損 342 －

投資事業組合運用損 23,526 2,547

その他 5,710 5,513

営業外費用合計 35,069 12,836

経常利益 540,087 308,785

特別損失   

投資有価証券売却損 63,493 －

固定資産除却損 － 60

その他 2,191 －

特別損失合計 65,684 60

税引前四半期純利益 474,402 308,724

法人税等 99,944 110,660

四半期純利益 374,457 198,064
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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３四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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 

（注）１．セグメント利益の調整額△2,501千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,501

千円であり、その主なものは管理部門に係る費用であります。 

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

２．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 

該当事項はありません。 

Ⅱ 当第３四半期累計期間（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 

（注）１．セグメント利益の調整額△3,659千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,659

千円であり、その主なものは管理部門に係る費用であります。 

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

２．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 

該当事項はありません。 

（３）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）

（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）

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期損益
計算書計上

額 
（注）２ 

スパンクリート
事業 

不動産事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高 2,894,367 241,685 3,136,052 － 3,136,052 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － 

計 2,894,367 241,685 3,136,052 － 3,136,052 

セグメント利益 405,237 132,770 538,007 △2,501 535,506 

（単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期損益
計算書計上

額 
（注）２ 

スパンクリート
事業 

不動産事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高 2,132,444 246,805 2,379,249 － 2,379,249 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － 

計 2,132,444 246,805 2,379,249 － 2,379,249 

セグメント利益 154,414 129,470 283,884 △3,659 280,225 
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