
 

 
 
   

 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 
  

 

   

 
  

     

   

 
 
  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

平成26年３月期の期末配当予想額は未定です。 
  

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

（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１四半期 671 29.6 △106 ― △112 ― △114 ―
25年３月期第１四半期 518 △17.7 △33 ― △34 ― △35 ―

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 △9 43 ―

25年３月期第１四半期 △2 92 ―

（２）財政状態

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 5,526 834 15.1

25年３月期 5,797 954 16.5

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 834百万円 25年３月期 954百万円

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

25年３月期 － 0 00 － 0 00 0 00

26年３月期 －

26年３月期(予想) 0 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、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) 1,963 52.4 △0 － △6 － △9 － △0 74
通期 4,230 6.2 28 △18.4 16 164.3 11 106.6 0 91

SOUMU15
新規スタンプ



  

 

 

 
  

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が実施中です。  

  

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２ページ「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。

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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

（３）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) 26年３月期１Ｑ 12,127,500株 25年３月期 12,127,500株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 17,794株 25年３月期 17,628株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 12,109,761株 25年３月期１Ｑ 12,110,762株

※ 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
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出環境の改善や、各種政策の効果により、景気は着

実に持ち直してまいりました。先行きにつきましては、海外経済の下振れが、引き続きわが国の景気を

下押しするリスクが存在しており、依然として先行き不透明な状態は続くと見込まれます。当業界にお

きましても公共投資、民間設備投資は低調に推移し、厳しい状況にありました。 

 当社におきましても、積極的な営業活動を展開し、受注拡大に努めました結果、当第１四半期累計期

間における業績は、売上高は671百万円で前年同四半期と比べ153百万円（29.6％）の増収となり、営業

損失は106百万円と前年同四半期と比べ73百万円、経常損失は112百万円と前年同四半期と比べ78百万

円、四半期純損失は114百万円と前年同四半期と比べ78百万円、それぞれ損失が増加いたしました。 

セグメント別の売上高は、次のとおりであります。 

破砕粉砕機におきましては、破砕機製品の売上が減少し、43百万円（前年同四半期比40.2％減）、橋

梁鉄構及び水処理装置におきましては、橋梁工事の売上が増加し、67百万円（前年同四半期比25.9％

増）、環境装置におきましては、環境整備用機器等の売上が増加し、183百万円（前年同四半期比

71.7％増）、ライニング製品におきましては、ライニング鋼管の売上が減少し、199百万円（前年同四

半期比2.2％減）、役務収益におきましては、賃貸関係の収入が増加し、33百万円（前年同四半期比

14.6％増）、その他の機械におきましては、コンベア設備の売上が増加し、110百万円（前年同四半期

比393.7％増）、その他におきましては、耐震工事等の売上が増加し、33百万円（前年同四半期比

11.4％増）となりました。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は5,526百万円であり、前事業年度末に比べ271百万円減少しまし

た。これは主に売掛金の減少によるものです。負債合計は4,691百万円となり、前事業年度末に比べ152

百万円減少しました。これは主に買掛金の減少によるものです。純資産合計は834百万円となり、前事

業年度末に比べ119百万円減少しました。これは主に繰越利益剰余金の減少によるものです。 

  

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、現時点においては平成25年５月15日発表の予想より変更

はございません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期財務諸表 
(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１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,256,152 1,082,748

受取手形及び売掛金 1,953,981 1,685,919

商品及び製品 73,337 73,083

仕掛品 477,569 688,609

原材料及び貯蔵品 291,491 281,251

その他 32,908 44,988

貸倒引当金 △93,777 △95,144

流動資産合計 3,991,663 3,761,455

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 661,818 650,829

機械及び装置（純額） 318,384 297,895

土地 653,759 653,759

リース資産（純額） 15,049 13,971

建設仮勘定 1,791 1,791

その他（純額） 43,794 42,156

有形固定資産合計 1,694,597 1,660,404

無形固定資産   

リース資産 20,558 19,289

その他 6,327 6,327

無形固定資産合計 26,885 25,616

投資その他の資産   

投資有価証券 58,644 53,510

その他 36,609 36,331

貸倒引当金 △10,519 △11,185

投資その他の資産合計 84,734 78,656

固定資産合計 1,806,217 1,764,677

資産合計 5,797,881 5,526,133
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(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 1,264,907 1,128,448

短期借入金 1,465,000 1,515,000

1年内返済予定の長期借入金 683,847 620,148

1年内償還予定の社債 38,400 38,400

リース債務 9,853 9,853

未払法人税等 3,781 962

前受金 54,799 142,906

賞与引当金 28,171 46,614

工事損失引当金 206 206

その他 136,288 121,104

流動負債合計 3,685,255 3,623,643

固定負債   

社債 141,900 141,900

長期借入金 635,135 546,768

リース債務 27,534 25,071

繰延税金負債 292 316

退職給付引当金 87,490 94,676

資産除去債務 56,726 56,726

長期預り保証金 209,396 202,227

固定負債合計 1,158,475 1,067,687

負債合計 4,843,730 4,691,330

純資産の部   

株主資本   

資本金 606,375 606,375

資本剰余金 1,352 1,352

利益剰余金 334,354 220,179

自己株式 △1,951 △1,966

株主資本合計 940,130 825,940

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,020 8,861

評価・換算差額等合計 14,020 8,861

純資産合計 954,150 834,802

負債純資産合計 5,797,881 5,526,133
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(2)四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(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 518,608 671,897

売上原価 412,270 599,672

売上総利益 106,337 72,225

販売費及び一般管理費 139,369 178,844

営業損失（△） △33,031 △106,619

営業外収益   

受取利息 64 265

受取配当金 644 677

デリバティブ評価益 1,827 －

業務受託料 － 857

貸倒引当金戻入額 8,166 －

保証債務取崩益 71 1,640

作業くず売却益 217 825

その他 1,396 962

営業外収益合計 12,389 5,228

営業外費用   

支払利息 9,432 9,914

手形売却損 － 265

社債利息 443 368

為替差損 3,519 11

その他 628 720

営業外費用合計 14,023 11,280

経常損失（△） △34,665 △112,671

特別利益   

有形固定資産売却益 15 －

特別利益合計 15 －

特別損失   

有形固定資産売却損 － 16

有形固定資産除却損 162 －

関係会社株式評価損 － 909

特別損失合計 162 926

税引前四半期純損失（△） △34,812 △113,598

法人税、住民税及び事業税 533 577

法人税等合計 533 577

四半期純損失（△） △35,345 △114,175
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 当第１四半期累計期間（自 平成25年４月1日 至 平成25年６月30日） 

   該当事項はありません。 

  

 当第１四半期累計期間（自 平成25年４月1日 至 平成25年６月30日） 

   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）
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