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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） 

当社は、平成25年２月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。前連結会計年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

当社は、平成25年２月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。前連結会計年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額を算定しております。  

(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 6,876 14.2 394 1,274.0 415 ― 211 ―
25年3月期第1四半期 6,021 23.1 28 ― △1 ― △58 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 218百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △199百万円 （―％）

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 9.89 9.58
25年3月期第1四半期 △2.71 ―

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 34,073 7,114 20.4 324.33
25年3月期 33,987 7,110 20.4 324.08
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  6,952百万円 25年3月期  6,947百万円

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  
当社は、平成25年２月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。平成25年３月期に
ついては当該株式分割前の金額を記載しております。 

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 ― 20.00 20.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成25年８月９日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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

第2四半期(累計) 14,192 10.8 889 87.8 835 91.5 446 123.4 20.28
通期 30,010 6.7 2,200 37.0 2,100 35.2 1,100 36.3 49.96



(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） 

当社は、平成25年２月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。前連結会計年
度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。 

※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。 

※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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 22,312,000 株 25年3月期 22,312,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 875,214 株 25年3月期 875,214 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 21,436,786 株 25年3月期1Q 21,437,202 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、新政権による財政・経済・金融による景気浮揚策に対する期

待感から、景況感は回復しつつあるものの、欧州・中国の海外経済の減速懸念もあり、依然として先行き不透明な

状況が続いております。当社グループに関連する建設業界におきましては、人手不足による工事着工の遅れ等の懸

念材料はあるものの、社会インフラ等の維持・補修工事と被災地での復旧・復興需要により、建設投資は全体とし

て底堅く推移いたしました。 

また環境関連業界におきましては、政府の積極的な再生可能エネルギーの全量買取制度や環境関連投資促進税制

等の施策の影響を受けて、太陽光発電システムの需要が高まり、太陽光パネル架台の販売が引き続き好調に推移い

たしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高が6,876,720千円（前年同四半期比14.2％増）、営

業利益が394,887千円（前年同四半期比1,274.0％増）、経常利益が415,086千円（前年同四半期は経常損失1,140千

円）となり、法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額、少数株主損失の合計201,082千円を差し引きした結

果、四半期純利益が211,933千円（前年同四半期は四半期純損失58,179千円）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①販売事業 

建設関連におきましては、社会インフラ等の維持・補修工事と東北地方における震災復旧・復興工事の需要の高

まりを背景に、足場部材である「クランプ」及び「クサビ式住宅用足場」の販売が、前期に引き続き順調に推移い

たしました。 

環境関連におきましては、再生可能エネルギー固定買取価格が減額となり、影響を懸念しておりましたが、前期

に引き続き太陽光発電システムの需要は高く、住宅用・産業用共に、太陽光パネル架台の販売が順調に推移いたし

ました。特に産業用については、全国各地でメガソーラー発電所の建設が進められております。この需要の高まり

を背景に、産業用太陽光パネル架台の販売売上が大きく増加いたしました。 

これらの結果、売上高は3,713,943千円（前年同四半期比39.6％増）、営業利益524,899千円(前年同四半期比

176.9％増)となりました。 

②レンタル事業 

建設関連におきましては、首都圏を中心とした再開発と東北地方での震災復旧・復興工事への対応と、仮設機材

の組立・解体工事に対して、施工性・安全性を追求した製品とサービスを合わせた提案により受注拡大に努めてま

いりました。この結果、売上高は前期並みに推移いたしました。 

環境関連におきましても、維持・改修工事分野において、かねてより取り揃えてまいりました移動昇降式足場

「リフトクライマー」の出荷が堅調に推移いたしました。 

また、収益力の強化として機材センター等のグループ資産の効率的な管理・運用を推進し、販売管理費の削減を

実施いたしました。 

これらの結果、売上高は3,697,481千円（前年同四半期比1.0％減）、営業利益124,136千円(前年同四半期比

52.9％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の総資産は、34,073,583千円となり、前連結会計年度末と比べ85,684千円増加いた

しました。この主な要因は、現金及び預金の増加141,722千円、受取手形及び売掛金の減少784,732千円、商品及び

製品の増加251,384千円、原材料及び貯蔵品の増加146,163千円、前渡金の増加等による流動資産のその他の増加

455,216千円等によるものであります。 

負債合計は、26,959,154千円となり、前連結会計年度末と比べ81,340千円増加いたしました。この主な要因は、

支払手形及び買掛金の増加86,239千円、短期借入金の増加847,962千円、未払法人税等の減少336,866千円、長期借

入金（１年内返済予定の長期借入金含む）の減少522,856千円等によるものであります。 

純資産合計は、7,114,429千円となり、前連結会計年度末と比べ4,344千円増加いたしました。この主な要因は、

利益剰余金の減少2,434千円、その他有価証券評価差額金の減少3,861千円、為替換算調整勘定の増加7,413千円等

によるものであります。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績につきましては、当第１四半期累計期間における業績の進捗等を勘案し、業績予想の見直しを行った結

果、当初予想を上回る見通しであることから、平成25年５月10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25年８月９日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

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：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 3,521,562 3,663,285

受取手形及び売掛金 7,528,689 6,743,956

商品及び製品 1,389,133 1,640,518

仕掛品 378,489 462,126

原材料及び貯蔵品 504,440 650,603

繰延税金資産 196,036 197,332

その他 322,535 777,752

貸倒引当金 △115,657 △108,095

流動資産合計 13,725,229 14,027,479

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 26,303,891 26,519,560

減価償却累計額 △14,984,707 △15,411,619

賃貸資産（純額） 11,319,184 11,107,941

建物及び構築物 3,665,668 3,686,962

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,981,635 △2,022,062

建物及び構築物（純額） 1,684,033 1,664,899

機械装置及び運搬具 587,152 631,021

減価償却累計額 △396,314 △413,470

機械装置及び運搬具（純額） 190,838 217,550

土地 3,896,199 3,906,297

リース資産 859,892 892,988

減価償却累計額 △451,596 △493,602

リース資産（純額） 408,296 399,386

建設仮勘定 70,328 71,237

その他 491,685 499,193

減価償却累計額 △353,465 △360,811

その他（純額） 138,220 138,382

有形固定資産合計 17,707,100 17,505,696

無形固定資産   

借地権 392,472 392,472

のれん 49,771 44,143

リース資産 106,122 131,977

その他 234,262 217,995

無形固定資産合計 782,629 786,589

投資その他の資産   

投資有価証券 809,161 765,024

差入保証金 329,911 332,915

会員権 66,879 66,879

繰延税金資産 164,594 162,585

その他 642,611 596,973

貸倒引当金 △240,217 △170,558

投資その他の資産合計 1,772,939 1,753,818

固定資産合計 20,262,669 20,046,104

資産合計 33,987,898 34,073,583
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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   

支払手形及び買掛金 4,939,872 5,026,111

短期借入金 416,887 1,264,850

1年内償還予定の社債 611,600 611,600

1年内返済予定の長期借入金 5,589,701 5,514,944

リース債務 162,546 173,115

未払法人税等 573,932 237,065

繰延税金負債 － 310

賞与引当金 169,828 86,198

役員賞与引当金 10,235 4,980

設備関係支払手形 111,220 162,744

その他 1,531,909 1,669,904

流動負債合計 14,117,734 14,751,826

固定負債   

社債 1,150,000 1,100,000

長期借入金 9,637,642 9,189,543

リース債務 388,180 405,204

繰延税金負債 50,946 43,915

退職給付引当金 537,258 548,675

役員退職慰労引当金 33,355 32,580

資産除去債務 12,746 12,824

その他 949,948 874,584

固定負債合計 12,760,079 12,207,328

負債合計 26,877,813 26,959,154

純資産の部   

株主資本   

資本金 679,750 679,750

資本剰余金 717,750 717,750

利益剰余金 5,582,829 5,580,395

自己株式 △224,080 △224,080

株主資本合計 6,756,248 6,753,814

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 143,113 139,252

繰延ヘッジ損益 △15,697 △11,380

為替換算調整勘定 63,478 70,892

その他の包括利益累計額合計 190,894 198,763

新株予約権 62,061 62,061

少数株主持分 100,880 99,789

純資産合計 7,110,085 7,114,429

負債純資産合計 33,987,898 34,073,583
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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 6,021,561 6,876,720

売上原価 4,362,611 4,847,740

売上総利益 1,658,949 2,028,980

販売費及び一般管理費 1,630,209 1,634,093

営業利益 28,739 394,887

営業外収益   

受取利息 1,628 1,243

受取配当金 1,306 1,410

受取賃貸料 13,735 17,278

賃貸資産受入益 9,941 9,964

スクラップ売却収入 14,159 36,071

持分法による投資利益 － 2,745

デリバティブ評価益 － 9,215

貸倒引当金戻入額 2,298 －

その他 27,661 28,494

営業外収益合計 70,731 106,425

営業外費用   

支払利息 64,448 61,501

支払手数料 11,947 12,323

デリバティブ評価損 15,043 －

その他 9,170 12,401

営業外費用合計 100,611 86,226

経常利益又は経常損失（△） △1,140 415,086

特別利益   

投資有価証券売却益 － 3,220

特別利益合計 － 3,220

特別損失   

固定資産売却損 1,665 1,019

固定資産除却損 1,663 4,270

投資有価証券評価損 24,870 －

特別損失合計 28,199 5,289

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△29,339 413,016

法人税、住民税及び事業税 63,495 213,979

法人税等調整額 △33,112 △11,829

法人税等合計 30,383 202,149

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△59,722 210,866

少数株主損失（△） △1,543 △1,066

四半期純利益又は四半期純損失（△） △58,179 211,933
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△59,722 210,866

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △104,387 △3,885

繰延ヘッジ損益 △8,448 4,316

為替換算調整勘定 △26,806 7,413

その他の包括利益合計 △139,642 7,845

四半期包括利益 △199,365 218,711

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △197,813 219,802

少数株主に係る四半期包括利益 △1,551 △1,090
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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 

（注）１．セグメント利益の調整額△242,017千円には、セグメント間取引消去△36,160千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△205,857千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であります。 

２．セグメント利益は、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。 

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 

（注）１．セグメント利益の調整額△254,148千円には、セグメント間取引消去△50,160千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△203,988千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であります。 

２．セグメント利益は、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。 

（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）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  販売事業 レンタル事業 合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２ 

売上高           

外部顧客への売上高 2,346,519 3,675,042 6,021,561  － 6,021,561 

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

314,679 59,842 374,522 △374,522  －

計 2,661,199 3,734,884 6,396,083 △374,522 6,021,561 

セグメント利益 189,556 81,201 270,757 △242,017 28,739 

  （単位：千円）

  販売事業 レンタル事業 合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２ 

売上高           

外部顧客への売上高  3,248,721  3,627,998  6,876,720  －  6,876,720

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 465,221  69,482  534,704  △534,704  －

計  3,713,943  3,697,481  7,411,425  △534,704  6,876,720

セグメント利益  524,899  124,136  649,035  △254,148  394,887

エスアールジータカミヤ㈱　（2445） 
平成26年3月期　第1四半期決算短信

－8－


	（20130809）短信サマリー
	（20130809）短信html



