
  

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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３月期第１四半期  3,525  0.4  △252  －  △244  －  △159  －

25年３月期第１四半期  3,510  △31.1  △261  －  △257  －  △175  －

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 △154百万円（ ％） －   25年３月期第１四半期 △222百万円 （ ％） －

  
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１四半期  △21.66  －

25年３月期第１四半期  △23.80  －

  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１四半期  16,534  6,385  38.6  866.31

25年３月期  17,010  6,577  38.7  892.33

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 6,385百万円   25年３月期 6,577百万円 

  
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 － 5.00  5.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   0.00 － 11.00  11.00

（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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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）  9,000  14.1  △105  －  △115  －  △140  －  △18.99

通期  20,000  17.4  350  －  325  －  220  －  29.85

（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 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

（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

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） 26年３月期１Ｑ 7,378,050株 25年３月期 7,378,050株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 7,094株 25年３月期 7,094株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 7,370,956株 25年３月期１Ｑ 7,371,159株

 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、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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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）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）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、長期化する円高・株安基調から脱却し景気回復への兆しが見

られたものの、景気刺激策による経済効果にやや陰りが出始め、依然として、個人消費及び雇用・所得環境の低迷

による先行き不透明な状況で推移しました。 

 当社グループが関連する建設業界におきましても激しい受注獲得競争が続いており、利益確保に向け極めて厳し

い環境が続いております。 

 このような状況の下、当社グループの当第１四半期の連結業績につきましては、売上高は35億25百万円（前年 

同期比0.4％増）となりました。収益面につきましては、総コストの圧縮を引続き行ってまいりましたが、資材の

高騰等による影響を受け、経常損失２億44百万円（前年同期は経常損失２億57百万円）、四半期純損失１億59百万

円（前年同期は四半期純損失１億75百万円）となりました。 

 セグメント別の売上高は以下のとおりであります。 

［ファスナー事業］ 

 「あと施工アンカー」をはじめとする建設資材の販売は堅調に推移したものの、耐震関連工事の売上減少によ

り、売上高は11億99百万円（前年同期比3.3％減）となりました。 

［土木資材事業］ 

 当社グループの独自工法である「FIT工法」に係る土木資材の販売が伸び悩み、売上高は13億85百万円（前年同 

期比24.2％減）となりました。 

［建設事業］ 

 前期末にかけて受注を行った比較的大型な物件の進捗に伴う工事進行基準に係る売上により、売上高は９億40百

万円（前年同期比112.2％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ４億75百万円減少し、165億34百万円

となりました。これは主として受取手形及び完成工事未収入金等の減少によるものであります。 

 また、負債につきましては、主として支払手形及び工事未払金等の減少により、前連結会計年度末に比べ２億83

百万円減少し、101億49百万円となりました。 

 なお、純資産につきましては、利益剰余金の減少により、前連結会計年度末に比べ１億91百万円減少し、63億85

百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.1ポイント減少となりました。 

     

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結予想につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び

通期の連結業績予想に変更はありません。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 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
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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３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,495,919 2,727,461

受取手形及び完成工事未収入金等 5,510,145 4,474,132

未成工事支出金 230,849 407,181

商品 924,944 979,580

繰延税金資産 150,600 236,888

その他 383,405 406,355

貸倒引当金 △1,239 △999

流動資産合計 9,694,624 9,230,600

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,514,738 1,500,715

機械装置及び運搬具（純額） 90,175 82,168

工具、器具及び備品（純額） 20,538 20,698

土地 4,230,438 4,230,438

リース資産（純額） 203,815 217,177

有形固定資産合計 6,059,706 6,051,198

無形固定資産   

その他 99,276 93,168

無形固定資産合計 99,276 93,168

投資その他の資産   

投資有価証券 921,570 929,284

その他 282,603 272,842

貸倒引当金 △91,317 △83,315

投資その他の資産合計 1,112,857 1,118,810

固定資産合計 7,271,840 7,263,177

繰延資産   

社債発行費 43,865 40,808

繰延資産合計 43,865 40,808

資産合計 17,010,330 16,534,587
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び工事未払金等 4,959,845 4,663,769

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,050,600 988,000

1年内償還予定の社債 550,000 550,000

未払法人税等 10,472 5,185

未成工事受入金及び前受金 127,287 253,764

賞与引当金 60,347 30,140

その他 399,795 445,647

流動負債合計 7,358,348 7,136,506

固定負債   

社債 1,440,000 1,440,000

長期借入金 1,315,000 1,238,500

繰延税金負債 9,671 13,342

退職給付引当金 119,712 119,833

その他 190,248 200,874

固定負債合計 3,074,632 3,012,550

負債合計 10,432,981 10,149,057

純資産の部   

株主資本   

資本金 565,295 565,295

資本剰余金 376,857 376,857

利益剰余金 5,532,520 5,335,984

自己株式 △4,231 △4,231

株主資本合計 6,470,441 6,273,905

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106,908 111,623

その他の包括利益累計額合計 106,908 111,623

純資産合計 6,577,349 6,385,529

負債純資産合計 17,010,330 16,534,587
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高   

商品売上高 2,418,346 2,190,371

完成工事高 1,092,374 1,335,071

売上高合計 3,510,720 3,525,442

売上原価   

商品売上原価 1,726,886 1,685,324

完成工事原価 1,016,078 1,069,286

売上原価合計 2,742,965 2,754,610

売上総利益   

商品売上総利益 691,459 505,047

完成工事総利益 76,295 265,784

売上総利益合計 767,754 770,831

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 1,029,053 1,023,489

営業損失（△） △261,299 △252,657

営業外収益   

受取利息 374 160

受取配当金 10,269 11,404

仕入割引 6 274

受取家賃 5,485 8,925

技術提供収入 5,984 3,466

その他 4,395 5,309

営業外収益合計 26,515 29,539

営業外費用   

支払利息 13,509 12,316

支払手数料 3,598 3,344

その他 5,162 5,722

営業外費用合計 22,270 21,383

経常損失（△） △257,053 △244,502

特別利益   

固定資産売却益 － 543

特別利益合計 － 543

特別損失   

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 － 0

税金等調整前四半期純損失（△） △257,053 △243,959

法人税、住民税及び事業税 1,307 1,336

法人税等調整額 △82,895 △85,615

法人税等合計 △81,588 △84,278

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △175,465 △159,680

四半期純損失（△） △175,465 △159,680
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △175,465 △159,680

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △45,308 4,715

繰延ヘッジ損益 △1,294 －

その他の包括利益合計 △46,602 4,715

四半期包括利益 △222,068 △154,965

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △222,068 △154,965

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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）
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