
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 
  

  

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第３四半期の連結業績（平成24年３月１日～平成24年11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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年２月期第３四半期 10,149 10.4 290 △2.9 218 5.4 113 △11.7
24年２月期第３四半期 9,193 △6.1 299 493.5 207 － 128 －

(注) 包括利益 25年２月期第３四半期 114百万円( △9.5％) 24年２月期第３四半期 126百万円( －％)

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

25年２月期第３四半期 9.46 －
24年２月期第３四半期 10.71 －

（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 ％

25年２月期第３四半期 14,199 2,124 14.5
24年２月期 14,061 2,041 14.0

(参考) 自己資本 25年２月期第３四半期 2,053百万円 24年２月期 1,969百万円

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

24年２月期 － 0.00 － 2.50 2.50
25年２月期 － 0.00 －

25年２月期(予想) 2.50 2.50

(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25年２月期の連結業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28日）

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 13,000 2.3 280 32.1 150 60.9 85 △44.3 7.09

(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

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 有

（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 ： 有

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) 25年２月期３Ｑ 14,408,400株 24年２月期 14,408,400株

② 期末自己株式数 25年２月期３Ｑ 2,416,269株 24年２月期 2,415,966株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期３Ｑ 11,992,373株 24年２月期３Ｑ 11,992,434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、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財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 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未来に関する記述は、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、四半期決算短信（添付資料）３ペー
ジ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」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）連結経営成績に関する定性的情報 

 

当第３四半期連結累計期間における日本経済を概観しますと、前半は復興需要などもあり国内

需要は比較的堅調に推移しましたが、海外経済の減速を受けて輸出や生産が停滞し、後半は景気

後退の影響がはっきりと分かる状況で推移しました。 

建設投資に関しましては、景気後退の影響から民需の回復が鈍化していますが、復興需要関連

を中心として公共投資、住宅投資などが持ち直していることから、全体としては回復基調を維持

しているものと思われます。 

コンクリートパイル市場に関しましては、前半は堅調に推移していましたが、後半は景気後退

の影響により民需を中心として需要が減少しました。需要の減少により需給ギャップが拡大し、

価格競争は更に激化しています。 

次に、コンクリートセグメント市場に関しまして、大型物件が一巡したことから需要が大きく

減少し、非常に厳しい事業環境が続いております。 

このような環境下で当社グループは、平成22年度を初年度とする「中期３カ年経営計画」に即

し、販売シェアの拡大、および徹底的なコスト削減を推し進めるとともに、需要減少局面におい

ては物件別の収益管理を強化いたしました結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,149百

万円（前年同四半期比10.4％増）、営業利益は290百万円（前年同四半期比2.9％減）、経常利益

は218百万円（前年同四半期比5.4％増）、四半期純利益は113百万円（前年同四半期比11.7％

減）となりました。 

 

セグメント毎の業績を示すと、次のとおりであります。 

 

①コンクリート二次製品事業 

前半の需要が堅調であったことに加えて、新工法のＨｙｐｅｒ－ストレート工法の販売が順調

に推移いたしました。当第３四半期連結累計期間の売上高は5,106百万円（前年同四半期比2.6％

増）、営業利益は403百万円（前年同四半期比4.0％減）となりました。 

 

②コンクリートセグメント事業 

非常に厳しい事業環境下にありましたが、工場稼働率が底堅く推移いたしました。当第３四半

期連結累計期間の売上高は1,467百万円（前年同四半期比12.8％増）、営業利益は24百万円（前

年同四半期は1百万円の営業損失）となりました。 

 

③工事事業 

収益性の低い工事が一部ありましたが、均して見ると堅調に推移いたしました。当第３四半期

連結累計期間の売上高は3,434百万円（前年同四半期比23.9％増）、営業利益は124百万円（前年

同四半期比0.4％減）となりました。 

 

④不動産賃貸事業 

当第３四半期連結累計期間の売上高は140百万円（前年同四半期比0.4％減）、営業利益は107

百万円（前年同四半期比2.0％増）となりました。 
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（2）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第３四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て、138百万円増加

して14,199百万円となりました。これは主に現金及び預金が増加したこと等によるものでありま

す。 

負債は、前連結会計年度末に比べて、54百万円増加して12,074百万円となりました。これは主

に長期借入金が増加したこと等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて83百万円増加して2,124百万円となりました。 

 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年２月期の業績予想につきましては、平成24年10月３日付「業績予想の修正に関するお

知らせ」より変更はありません。 

 

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 

  該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結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３四半期連結会計期間を含む連結会計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実効税率を乗じ

て計算しております。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更して

おります。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

 

(4) 追加情報 

   （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 

平成21年12月４日）を適用しております。 
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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24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,797,828 2,343,731

受取手形及び売掛金 3,222,326 2,941,104

商品及び製品 468,607 469,531

原材料及び貯蔵品 204,770 184,459

未成工事支出金 299,293 136,427

その他 121,359 156,378

貸倒引当金 △8,581 △3,794

流動資産合計 6,105,604 6,227,838

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,507,228 1,496,142

土地 4,771,873 4,771,873

その他（純額） 803,339 769,494

有形固定資産合計 7,082,441 7,037,510

無形固定資産 63,050 71,960

投資その他の資産   

投資有価証券 250,610 290,529

その他 567,286 578,833

貸倒引当金 △7,598 △7,219

投資その他の資産合計 810,298 862,142

固定資産合計 7,955,790 7,971,613

資産合計 14,061,394 14,199,452

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,333,618 3,961,455

短期借入金 3,089,641 3,100,445

未払法人税等 23,066 138,593

賞与引当金 － 46,232

工事損失引当金 21,070 1,691

その他 437,037 406,113

流動負債合計 7,904,433 7,654,530

固定負債   

長期借入金 3,495,407 3,823,085

退職給付引当金 145,403 144,202

役員退職慰労引当金 135,525 149,813

その他 339,600 303,070

固定負債合計 4,115,936 4,420,170

負債合計 12,020,369 12,074,701
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 720,420 720,420

資本剰余金 589,841 589,841

利益剰余金 826,194 909,620

自己株式 △176,604 △176,640

株主資本合計 1,959,851 2,043,241

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,428 9,987

その他の包括利益累計額合計 9,428 9,987

少数株主持分 71,744 71,522

純資産合計 2,041,024 2,124,751

負債純資産合計 14,061,394 14,199,452
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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23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 9,193,525 10,149,045

売上原価 7,948,161 8,875,833

売上総利益 1,245,363 1,273,211

販売費及び一般管理費 945,830 982,452

営業利益 299,532 290,759

営業外収益   

受取利息 1,392 2,187

受取配当金 11,365 8,496

受取ロイヤリティー － 9,880

負ののれん償却額 1,947 1,947

貸倒引当金戻入額 － 5,165

その他 15,039 15,548

営業外収益合計 29,745 43,227

営業外費用   

支払利息 108,858 108,598

その他 13,309 7,151

営業外費用合計 122,168 115,749

経常利益 207,109 218,237

特別利益   

ゴルフ会員権退会益 34,800 －

移転補償金 － 57,000

特別利益合計 34,800 57,000

特別損失   

固定資産除却損 3,027 10,634

投資有価証券評価損 3,837 363

ゴルフ会員権評価損 － 200

特別損失合計 6,865 11,197

税金等調整前四半期純利益 235,044 264,039

法人税等 96,975 145,295

過年度法人税等 11,371 4,672

法人税等合計 108,346 149,967

少数株主損益調整前四半期純利益 126,698 114,071

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,685 664

四半期純利益 128,384 113,407
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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23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 126,698 114,071

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 0 571

その他の包括利益合計 0 571

四半期包括利益 126,699 114,643

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 128,389 113,965

少数株主に係る四半期包括利益 △1,690 677
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自  平成23年３月１日  至  平成23年11月30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 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 
コンクリート
二次製品事業

コンクリート
セグメント 

事業 
工事事業 

不動産賃貸
事業 

計 

調整額
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２ 

売上高   

(1)外部顧客
へ の 売 上
高 

4,978,605 1,300,993 2,772,869 141,057 9,193,525 － 9,193,525

(2)セグメン
ト 間 の 内
部 売 上 高
又 は 振 替
高 

210,137 － － 22,086 232,223 △232,223 －

計 5,188,743 1,300,993 2,772,869 163,143 9,425,748 △232,223 9,193,525

セグメント 
利益又は損
失（△） 

420,519 △1,253 125,283 105,040 649,589 △350,056 299,532

(注) １  セグメント利益の調整額△350,056千円には、セグメント間取引消去21,895千円、のれん償却額△2,775

千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△369,177千円が含まれております。全社費用は、

主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験研究費であります。 

２  セグメント利益の調整後の金額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

 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。 
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㈱トーヨーアサノ （5271）平成25年２月期 第３四半期決算短信 
 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自  平成24年３月１日  至  平成24年11月30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 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 
コンクリート
二次製品事業

コンクリート
セグメント 

事業 
工事事業 

不動産賃貸
事業 

計 

調整額
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２ 

売上高   

(1)外部顧客
へ の 売 上
高 

5,106,097 1,467,856 3,434,614 140,477 10,149,045 － 10,149,045

(2)セグメン
ト 間 の 内
部 売 上 高
又 は 振 替
高 

298,188 － － 22,668 320,856 △320,856 －

計 5,404,285 1,467,856 3,434,614 163,145 10,469,901 △320,856 10,149,045

セグメント 
利益 

403,863 24,174 124,778 107,118 659,935 △369,176 290,759

(注) １  セグメント利益の調整額△369,176千円には、セグメント間取引消去23,202千円、のれん償却額△2,775

千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△389,604千円が含まれております。全社費用は、

主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験研究費であります。 

２  セグメント利益の調整後の金額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

 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。 

 

(5) 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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