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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 9,642 13.0 681 143.4 816 125.4 467 124.2
25年3月期第1四半期 8,530 5.4 279 46.3 362 11.8 208 18.3

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 613百万円 （387.3％） 25年3月期第1四半期 125百万円 （58.7％）

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 9.63 ―
25年3月期第1四半期 4.29 ―

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 54,784 25,442 45.6
25年3月期 53,552 25,055 46.0
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  24,997百万円 25年3月期  24,607百万円

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 4.50 4.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― 0.00 4.50 4.50

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) 19,000 12.1 800 11.5 950 16.8 600 15.1 12.37
通期 38,000 4.7 1,600 △1.9 1,800 △4.5 1,150 10.5 23.70



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料３ページ 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をご覧ください。 

(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ます。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のレビュー手続きは終了しています。  

※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、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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

※  注記事項

新規 1社 （社名） NC中部パイル製造株式会社 、 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 51,377,432 株 25年3月期 51,377,432 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,862,840 株 25年3月期 2,862,797 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 48,514,603 株 25年3月期1Q 48,518,297 株
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安・株高基調が続き企業の収益環境が改善

されるとともに、個人消費も堅調に推移するなど、景気の自律的回復への動きが見られました。 

このような情勢のもと、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高96億42百万

円（前年同四半期比13.0％増）、営業利益6億81百万円（前年同四半期比143.4％増）、経常利益8億

16百万円（前年同四半期比125.4％増）、四半期純利益4億67百万円（前年同四半期比124.2％増）と

なりました。 

 

セグメントの概況は、次のとおりであります。 

 

①基礎事業 

基礎事業については、パイル需要が緩やかな増加傾向にあるものの厳しい受注競争が続いてお

り、売上高は47億円（前年同四半期比3.7％減）、セグメント利益は1億31百万円（前年同四半期

比11.8％減）となりました。 

 

②コンクリート二次製品事業 

コンクリート二次製品事業については、通信用ポール、一般ポールが建て替え需要や携帯基地

局向けに堅調に推移したことに加え、ＰＣ－壁体、ＮＪ軽量高欄、ポアセル等の土木製品も増加

したことにより、売上高は49億42百万円（前年同四半期比35.4％増）、セグメント利益は8億98百

万円（前年同四半期比98.0％増）となりました。 

 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比（以下「前期末比」といいます。）

12億32百万円増の547億84百万円となりました。 

流動資産は前期末比11億64百万円増の218億5百万円、固定資産は前期末比67百万円増の329億79百

万円となりました。 

流動資産増加の主な要因は現金及び預金の増加によるものであり、固定資産増加の主な要因は投

資有価証券の増加によるものであります。 

負債合計は、前期末比8億44百万円増の293億41百万円となりました。 

流動負債は前期末比1億12百万円減の191億57百万円、固定負債は前期末比9億57百万円増の101億

84百万円となりました。 
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流動負債減少の主な要因は未払法人税等の減少によるものであり、固定負債の増加の主な要因は、

社債及び長期借入金の増加によるものであります。 

純資産合計は、前期末比3億87百万円増の254億42百万円となりました。 

主な要因は、利益剰余金の増加によるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の46.0％から45.6％となりました。 

 

 キャッシュ・フローの状況の分析 

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、37億11百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、11億36百万円（前年同四半期は14億89百万円）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上8億14百万円、仕入債務の増加5億70百万円、たな

卸資産の減少4億4百万円等の資金増加要因が、法人税等の支払額7億45百万円等の資金減少要因を上

回ったことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、1億21百万円（前年同四半期は85百万円）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出が2億8百万円等があったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は、5億11百万円（前年同四半期は8億70百万円の使用）となりまし

た。 

これは主に、長期借入による収入10億円及び社債の発行による収入4億円等の収入が、短期借入金

の純返済額4億円等の支出を上回ったことによります。 

 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

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15日に発表いたしました業績予想

から変更はありません。 

 

 

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 

当第１四半期連結累計期間より、重要性が増したＮＣ中部パイル製造㈱を連結の範囲に含めて

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 2,147,412 3,711,329

受取手形及び売掛金 11,835,661 12,015,202

商品及び製品 3,146,245 2,710,153

仕掛品 1,095,481 1,177,581

原材料及び貯蔵品 755,417 877,824

その他 1,700,571 1,325,750

貸倒引当金 △40,342 △12,753

流動資産合計 20,640,447 21,805,088

固定資産   

有形固定資産   

土地 14,708,663 14,836,607

その他（純額） 5,396,615 5,405,863

有形固定資産合計 20,105,279 20,242,470

無形固定資産 133,713 124,536

投資その他の資産   

投資有価証券 8,850,901 9,045,128

その他 3,953,601 3,699,160

貸倒引当金 △131,543 △131,668

投資その他の資産合計 12,672,960 12,612,621

固定資産合計 32,911,954 32,979,628

資産合計 53,552,401 54,784,716
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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 6,256,019 5,705,832

電子記録債務 3,896,364 5,007,174

短期借入金 3,370,000 2,970,000

1年内返済予定の長期借入金 1,709,285 1,787,142

未払法人税等 742,659 289,204

引当金 454,176 365,226

その他 2,841,757 3,033,128

流動負債合計 19,270,262 19,157,708

固定負債   

社債 310,000 610,000

長期借入金 3,017,870 3,717,870

引当金 389,686 394,601

負ののれん 3,671 2,221

その他 5,505,885 5,459,452

固定負債合計 9,227,114 10,184,146

負債合計 28,497,376 29,341,854

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,658,569 3,658,569

資本剰余金 1,580,491 1,580,491

利益剰余金 13,219,902 13,468,613

自己株式 △683,065 △683,469

株主資本合計 17,775,898 18,024,205

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,870,971 2,012,105

土地再評価差額金 4,960,885 4,960,885

その他の包括利益累計額合計 6,831,857 6,972,990

少数株主持分 447,269 445,665

純資産合計 25,055,024 25,442,862

負債純資産合計 53,552,401 54,784,716
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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 8,530,884 9,642,206

売上原価 7,366,614 8,050,028

売上総利益 1,164,270 1,592,178

販売費及び一般管理費 884,438 910,969

営業利益 279,831 681,208

営業外収益   

受取利息 11,831 1,464

受取配当金 61,163 67,994

負ののれん償却額 7,405 1,450

持分法による投資利益 － 28,225

受取賃貸料 45,154 63,028

その他 29,118 34,749

営業外収益合計 154,672 196,912

営業外費用   

支払利息 32,264 27,296

持分法による投資損失 12,931 －

減価償却費 12,029 15,744

その他 14,805 18,215

営業外費用合計 72,030 61,257

経常利益 362,473 816,864

特別利益   

固定資産売却益 1,277 －

特別利益合計 1,277 －

特別損失   

固定資産売却損 － 16

固定資産除却損 4 2,725

投資有価証券評価損 7,870 －

特別損失合計 7,875 2,741

税金等調整前四半期純利益 355,876 814,122

法人税、住民税及び事業税 93,797 298,355

法人税等調整額 48,900 43,758

法人税等合計 142,698 342,113

少数株主損益調整前四半期純利益 213,178 472,008

少数株主利益 4,797 4,906

四半期純利益 208,380 467,102
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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 213,178 472,008

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △81,693 130,501

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,650 10,631

その他の包括利益合計 △87,344 141,133

四半期包括利益 125,833 613,141

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 121,036 608,235

少数株主に係る四半期包括利益 4,797 4,906
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 355,876 814,122

減価償却費 272,816 276,725

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41,829 △28,064

賞与引当金の増減額（△は減少） △126,370 △120,002

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,332 △21,307

工事損失引当金の増減額（△は減少） 12,940 28,360

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,548 4,915

受取利息及び受取配当金 △72,994 △69,458

支払利息 32,264 27,296

持分法による投資損益（△は益） 12,931 △28,225

固定資産売却損益（△は益） △1,277 16

固定資産除却損 4 2,725

売上債権の増減額（△は増加） 2,797 △71,885

たな卸資産の増減額（△は増加） △346,825 404,052

仕入債務の増減額（△は減少） 1,254,708 570,068

未払金の増減額（△は減少） △407,658 △100,359

債権流動化未収入金の増減額（△は増加） 187,034 55,363

その他 372,398 71,192

小計 1,494,031 1,815,536

利息及び配当金の受取額 82,595 85,859

利息の支払額 △19,228 △19,343

法人税等の支払額 △68,391 △745,614

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,489,007 1,136,437

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 － 1,100

有形固定資産の取得による支出 △122,459 △208,638

有形固定資産の売却による収入 1,037 2,776

無形固定資産の取得による支出 △1,088 △950

投資不動産の賃貸による収入 42,228 42,309

その他 △5,400 41,788

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,682 △121,614

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △441,658 △400,000

長期借入れによる収入 100,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △332,142 △222,142

社債の発行による収入 － 400,000

社債の償還による支出 － △20,000

配当金の支払額 △171,154 △219,941

リース債務の返済による支出 △23,612 △25,157

その他 △1,546 △1,384

財務活動によるキャッシュ・フロー △870,115 511,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 533,210 1,526,196

現金及び現金同等物の期首残高 2,130,603 2,147,412

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 37,719

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,663,814 3,711,329

日本コンクリート工業㈱　 (5269)　 平成26年３月期 第１四半期決算短信

8



 

(4) 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） 

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：千円） 

 
報告セグメント 

調整額 
(注１) 

四半期連結損益
計算書計上額
（注２） 基礎事業 

コンクリート
二次製品事業

計 

売上高  

  外部顧客への売上高 4,881,641 3,649,243 8,530,884 － 8,530,884

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

35 － 35 △35 －

計 4,881,676 3,649,243 8,530,920 △35 8,530,884

セグメント利益 149,282 453,809 603,091 △323,260 279,831

(注) １．セグメント利益の調整額△323,260千円には、セグメント間取引消去360千円、及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△323,620千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調整を行っております。 

 

 

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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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：千円） 

 
報告セグメント 

調整額 
(注１) 

四半期連結損益
計算書計上額
（注２） 基礎事業 

コンクリート
二次製品事業

計 

売上高  

  外部顧客への売上高 4,700,080 4,942,126 9,642,206 － 9,642,206

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,663 － 1,663 △1,663 －

計 4,701,743 4,942,126 9,643,870 △1,663 9,642,206

セグメント利益 131,613 898,455 1,030,069 △348,861 681,208

(注) １．セグメント利益の調整額は、主に全社費用であります。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調整を行っております。 

 

 

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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