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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 3,733 4.2 108 ― 128 ― 106 △76.7
25年3月期第1四半期 3,585 60.5 △124 ― △122 ― 459 △40.9

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 136百万円 （△67.4％） 25年3月期第1四半期 417百万円 （△46.1％）

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 2.51 ―
25年3月期第1四半期 10.54 ―

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 21,710 7,341 33.8 172.07
25年3月期 23,125 7,206 31.2 168.91
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  7,341百万円 25年3月期  7,206百万円

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 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

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) 7,000 △4.0 △200 ― △150 ― △150 ― △3.52
通期 18,000 △2.4 500 △35.7 400 △50.5 200 △22.0 4.69



(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、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、添付資料
P.3「(3)連結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 ―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 46,184,502 株 25年3月期 46,184,502 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,518,760 株 25年3月期 3,518,580 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 42,665,842 株 25年3月期1Q 43,607,818 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出環境の改善と各種政策の効果から持ち直しの
動きがみられました。 
  このような状況下、当社グループの連結売上高は3,733百万円と前年同四半期と比べ148百万円
（4.2％）の増収となりました。 
 利益面につきましては、マンホール等の出荷増加により、連結営業利益は108百万円（前年同四半期
は営業損失124百万円）となり、連結経常利益は128百万円（前年同四半期は経常損失122百万円）とな
りました。連結当期純利益は106百万円と前年同四半期と比べ352百万円（76.7％）の減益となっており
ます。 

セグメント業績を示すと、次のとおりであります。 

(コンクリート等製品事業） 
円形マンホール「ユニホール」やヒューム管等遠心力締固めコンクリート製品につきまして

は、マンホールの出荷は比較的堅調に推移し、売上高は1,173百万円、前年同四半期と比べ244百
万円（26.3％）の増収となりました。 
 ボックスカルバート等振動締固めコンクリート製品につきましては、主力「SJ－BOX」の出荷は
好調に推移したものの、その他の製品が本格的な出荷に至らず、売上高は967百万円、前年同四半
期と比べ135百万円（12.3％）の減収となりました。 
 防災製品につきましては、斜面防災用の「PUC受圧版」や落石防護柵「MJネット」の出荷増によ
り、売上高は136百万円、前年同四半期と比べ37百万円（38.1％）の増収となりました。  
 その他、商品売上962百万円を合わせまして、当第１四半期連結累計期間におけるコンクリート
等製品事業の売上高は3,240百万円、前年同四半期と比べ183百万円（6.0％）の増収となりまし
た。営業利益は232百万円、前年同四半期と比べ214百万円の増益となりました。 

(セラミック事業) 
セラミック事業は、売上高は231百万円、前年同四半期と比べ15百万円（6.2％）の減収となり

ましたが、コスト削減効果により、営業利益は19百万円、前年同四半期と比べ1百万円（8.3％）
の増益となりました。 

(工事事業) 
工事事業は、売上高142百万円、前年同四半期と比べ22百万円（18.7％）の増収となりました

が、低採算の工事が多かったことなどから、営業損失0百万円（前年同四半期は営業損失22百万
円）となりました。 

(その他事業) 
賃貸事業を除き、工事資材事業・RFID事業ともに厳しい状況が続いており、売上高は119百万

円、前年同四半期と比べ42百万円（26.1％）の減収となりました。営業利益は21百万円と前年同
四半期と比べ7百万円（24.9％）の減益となりました。 

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として上半期（第１四半期及び第２四半期）に比べ
下半期（第３四半期及び第４四半期）における出荷高の割合が大きいため、連結会計年度の上半期の売
上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。 

  

（資産） 
当第１四半期連結会計期間末における総資産は21,710百万円となり、前連結会計年度末と比べ

1,414百万円の減少となりました。 
 流動資産は12,048百万円、前連結会計年度末と比べ1,696百万円の減少。固定資産は9,662百万円、
前連結会計年度末と比べ282百万円の増加となりました。 

（負債） 
当第１四半期連結会計期間末における総負債は14,369百万円となり、前連結会計年度末と比べ

1,549百万円の減少となりました。 
 流動負債は8,401百万円、前連結会計年度末と比べ1,342百万円の減少。固定負債は5,967百万円、
前連結会計年度末と比べ207百万円の減少となりました。 

（純資産） 
当第１四半期連結会計期間末における純資産は7,341百万円となり、前連結会計年度末と比べ134百

万円の増加となりました。なお、自己資本比率は33.8％、１株当たり純資産額は172.07円となりまし
た。 

  

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
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本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき予想しました結果、平成25年５月15日に発表し
ました業績予想値に変更はありません。 
 なお、実際の業績につきましては、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。 

  

 該当事項ありません。 

  

 該当事項ありません。 

  

 該当事項ありません。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 2,979,511 3,242,730

受取手形及び売掛金 7,964,258 5,896,807

未成工事支出金 71,945 58,115

商品及び製品 2,074,248 2,203,673

仕掛品 137,114 159,842

原材料及び貯蔵品 296,197 344,134

その他 303,803 219,869

貸倒引当金 △81,792 △76,705

流動資産合計 13,745,285 12,048,469

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,692,858 6,691,757

その他（純額） 1,742,001 1,942,577

有形固定資産合計 8,434,860 8,634,335

無形固定資産   

のれん 41,232 36,078

その他 47,575 44,548

無形固定資産合計 88,807 80,626

投資その他の資産   

その他 986,228 1,077,832

貸倒引当金 △129,978 △130,464

投資その他の資産合計 856,249 947,367

固定資産合計 9,379,917 9,662,329

資産合計 23,125,203 21,710,798

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,592,504 3,935,807

短期借入金 2,455,500 1,807,000

1年内返済予定の長期借入金 930,094 921,721

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未払法人税等 63,904 19,053

賞与引当金 95,201 33,038

工場閉鎖損失引当金 495,489 493,850

工事損失引当金 12,929 11,482

その他 1,088,449 1,169,965

流動負債合計 9,744,072 8,401,919

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 2,901,288 2,689,646

退職給付引当金 1,285,557 1,276,701

役員退職慰労引当金 200,250 200,250

負ののれん 42,145 39,134

その他 1,645,329 1,661,762

固定負債合計 6,174,570 5,967,495

負債合計 15,918,642 14,369,414
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000,000 2,000,000

資本剰余金 743,845 743,845

利益剰余金 3,471,442 3,576,991

自己株式 △283,615 △283,633

株主資本合計 5,931,672 6,037,204

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 92,715 122,008

土地再評価差額金 1,182,171 1,182,171

その他の包括利益累計額合計 1,274,887 1,304,179

純資産合計 7,206,560 7,341,383

負債純資産合計 23,125,203 21,710,798
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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 3,585,165 3,733,974

売上原価 2,904,130 2,878,650

売上総利益 681,035 855,323

販売費及び一般管理費 805,802 747,179

営業利益又は営業損失（△） △124,767 108,144

営業外収益   

受取利息 253 975

受取配当金 8,249 9,492

負ののれん償却額 3,010 3,010

貸倒引当金戻入額 4,130 5,088

その他 33,639 41,445

営業外収益合計 49,283 60,011

営業外費用   

支払利息 38,660 33,493

持分法による投資損失 879 768

その他 7,794 5,712

営業外費用合計 47,334 39,974

経常利益又は経常損失（△） △122,818 128,180

特別利益   

負ののれん発生益 561,288 －

債務消滅益 － 21,800

その他 40,722 －

特別利益合計 602,010 21,800

特別損失   

固定資産売却損 4,232 510

たな卸資産評価損 － 16,792

工場閉鎖費用 － 10,145

その他 3,049 127

特別損失合計 7,282 27,575

税金等調整前四半期純利益 471,909 122,405

法人税、住民税及び事業税 12,599 15,827

法人税等調整額 △151 △365

法人税等合計 12,448 15,461

少数株主損益調整前四半期純利益 459,461 106,943

四半期純利益 459,461 106,943
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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 459,461 106,943

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41,495 29,292

その他の包括利益合計 △41,495 29,292

四半期包括利益 417,966 136,235

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 417,966 136,235

少数株主に係る四半期包括利益 － －

ゼニス羽田㈱(5289)平成26年3月期　第1四半期決算短信

7



該当事項はありません。 

  

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）
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