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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 

  

(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 21,761 2.4 63 △56.8 57 △57.0 49 18.9
25年3月期第1四半期 21,260 △4.0 146 △16.1 133 △14.3 41 △57.6

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 74百万円 （37.9％） 25年3月期第1四半期 53百万円 （△31.4％）

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 1.86 ―

25年3月期第1四半期 1.58 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 39,145 7,335 18.1
25年3月期 41,616 7,398 17.2

（参考） 自己資本  26年3月期第1四半期  7,095百万円 25年3月期  7,154百万円

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  ：  無  
 

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 ― 6.00 6.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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) 45,000 △0.3 600 △19.5 550 △22.4 270 △32.0 10.29
通期 100,000 2.3 1,700 △2.9 1,600 △5.7 800 15.4 30.47



(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  

(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 
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四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成25年５月10日に公表しました業績予想に変更はございません。 
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、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。 

※  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） 26年3月期1Q 26,628,000 株 25年3月期 26,628,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 306,966 株 25年3月期 319,993 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 26,315,213 株 25年3月期1Q 26,183,190 株
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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わが国経済は、新政権による新たな経済政策への期待から円高の是正や株

価の回復が進んだことにより景況感に改善の兆しが見られましたが、実体経済は本格的な回復には至らず、欧州の

財政問題や新興国経済の停滞等の懸念材料を抱え、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループは、中期経営計画“Change for the Growth, Narasaki”－成長への変革－

の２年目を迎えました。今後も積極的な営業活動を展開するとともに、収益基盤の強化と財務体質の改善に取り組

んでまいります。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は217億61百万円（前年同期比2.4％増）、営業利益は63百万

円（前年同期比56.8％減）、経常利益は57百万円（前年同期比57.0％減）、四半期純利益は49百万円（前年同期比

18.9％増）となりました。 

  

セグメント別の概況は次のとおりであります。 

  

（電機関連事業） 

電機関連事業では、太陽光発電設備向け機器の販売が引き続き好調であり、ビル施設関連も堅調に推移したも

のの、国内における生産設備投資の抑制により関連商材の取扱いが大幅に減少いたしました。 

以上の結果、売上高は40億89百万円（前年同期比2.0％増）、セグメント利益は１億27百万円（前年同期比

21.0％減）となりました。 

  

（機械関連事業） 

機械関連事業では、農業施設事業における北海道の大型サイロ工事の着工や機械設備事業における包装設備等

の納入があり、前年同期比で増収となりました。 

以上の結果、売上高は13億94百万円（前年同期比13.9％増）、セグメント損失１億６百万円（前年同期はセグ

メント損失１億15百万円）となりました。 

  

（資材・燃料関連事業） 

建材事業では、北海道の官公庁工事の発注がずれ込んだことによる影響があったものの、東北における震災復

興需要や公共工事の増加等により、堅調に推移しました。 

燃料事業では、北海道において例年に比べ気温の低い日が続いたことにより灯油の販売量が伸びたものの、事

業全体としては収益面で厳しい状況が続きました。 

以上の結果、売上高は108億３百万円（前年同期比0.1％増）、セグメント損失15百万円（前年同期はセグメン

ト損失９百万円）となりました。 

  

（海運関連事業） 

連結子会社のナラサキスタックス㈱では、鋼材・木材等の取扱いが好調に推移するとともに、東南アジアの輸

出入取扱数量が増加したこと等により前年同期比で増収となりましたが、売上原価の増加により利益は前年を下回

りました。 

以上の結果、売上高は44億88百万円（前年同期比3.4％増）、セグメント利益は51百万円（前年同期比52.9％

減）となりました。 

  

なお、当社の連結業績は官公庁向け及び一般民需物件ともに第２四半期以降に売上が集中するため、四半期別

の業績には季節的変動があり、第１四半期の利益は低水準になる傾向にあります。 

   

（２）財政状態に関する説明   

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は391億45百万円となり、前連結会計年度末に比べて24億70百万円の減少

となりました。主な要因は受取手形及び売掛金の減少24億63百万円であります。 

 負債は318億10百万円となり、前連結会計年度末に比べて24億７百万円の減少となりました。主な要因は支払手

形及び買掛金の減少15億23百万円、借入金の減少８億44百万円であります。 

 純資産は73億35百万円となり、前連結会計年度末に比べて63百万円の減少となりました。以上の結果、自己資本

比率は前連結会計年度末に比べて0.9ポイント増加し、18.1％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月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました連結業績予想から変更

はございません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

該当事項はありません。   

   

（３）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。   

   

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：百万円）

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 5,747 5,249

受取手形及び売掛金 21,430 18,967

商品及び製品 452 521

原材料及び貯蔵品 31 31

その他 1,365 1,769

貸倒引当金 △27 △27

流動資産合計 28,999 26,511

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,789 5,789

その他（純額） 2,940 2,871

有形固定資産合計 8,729 8,661

無形固定資産   

その他 75 70

無形固定資産合計 75 70

投資その他の資産   

その他 3,882 3,974

貸倒引当金 △71 △72

投資その他の資産合計 3,810 3,902

固定資産合計 12,616 12,633

資産合計 41,616 39,145
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（単位：百万円）

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   

支払手形及び買掛金 21,546 20,023

短期借入金 2,500 2,300

1年内返済予定の長期借入金 2,285 2,146

未払法人税等 424 17

賞与引当金 307 70

その他 941 1,622

流動負債合計 28,004 26,179

固定負債   

社債 200 200

長期借入金 3,430 2,925

退職給付引当金 979 976

役員退職慰労引当金 222 187

特別修繕引当金 33 39

その他 1,346 1,301

固定負債合計 6,212 5,630

負債合計 34,217 31,810

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,354 2,354

資本剰余金 1,298 1,299

利益剰余金 3,379 3,297

自己株式 △35 △34

株主資本合計 6,997 6,917

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 155 178

繰延ヘッジ損益 0 △0

その他の包括利益累計額合計 156 178

少数株主持分 244 239

純資産合計 7,398 7,335

負債純資産合計 41,616 39,145
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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：百万円）

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 21,260 21,761

売上原価 19,387 19,967

売上総利益 1,872 1,793

販売費及び一般管理費 1,726 1,729

営業利益 146 63

営業外収益   

受取利息 5 4

受取配当金 13 15

受取賃貸料 18 17

持分法による投資利益 9 7

その他 7 8

営業外収益合計 54 52

営業外費用   

支払利息 46 35

その他 20 23

営業外費用合計 67 58

経常利益 133 57

特別利益   

負ののれん発生益 － 4

特別利益合計 － 4

特別損失   

投資有価証券評価損 64 －

特別損失合計 64 －

税金等調整前四半期純利益 68 61

法人税、住民税及び事業税 23 8

法人税等調整額 △1 1

法人税等合計 22 9

少数株主損益調整前四半期純利益 46 52

少数株主利益 5 3

四半期純利益 41 49
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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：百万円）

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利益 46 52

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9 23

繰延ヘッジ損益 △2 △1

その他の包括利益合計 7 22

四半期包括利益 53 74

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 50 70

少数株主に係る四半期包括利益 3 3
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（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）  

[セグメント情報］  

Ⅰ 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） 

  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：百万円）

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設機械関連事業などを含

んでおります。 

２ セグメント利益の調整額には、各セグメントに配分していない全社費用△43百万円、セグメント間取

引消去額０百万円が含まれております。 

３ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

Ⅱ 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） 

  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：百万円）

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設機械関連事業などを含

んでおります。 

２ セグメント利益の調整額には、各セグメントに配分していない全社費用△41百万円、セグメント間取

引消去額２百万円が含まれております。 

３ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

  
電機 

関連事業 

機械 

関連事業

資材・燃料

関連事業 

海運 

関連事業

その他 

（注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 

売上高                 

外部顧客への売上高  4,007  1,223  10,790  4,339  898  21,260  －  21,260

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  4  177  1  －  183  △ 183  －

計  4,007  1,228  10,967  4,340  898  21,443  △ 183  21,260

セグメント利益又は

セグメント損失(△) 
 161  △ 115  △9  108  44  189  △ 43  146

  
電機 

関連事業 

機械 

関連事業

資材・燃料

関連事業 

海運 

関連事業

その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 

売上高                 

外部顧客への売上高  4,089  1,394  10,803  4,488  985  21,761  －  21,761

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  0  181  1  －  182  △ 182  －

計  4,089  1,394  10,984  4,489  985  21,943  △ 182  21,761

セグメント利益又は

セグメント損失(△) 
 127  △ 106  △15  51  45  102  △ 39  63
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