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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 18,486 9.1 1,118 55.9 1,335 64.1 862 65.4
25年3月期第2四半期 16,946 12.4 717 177.4 813 88.1 521 123.7

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,237百万円 （238.3％） 25年3月期第2四半期 365百万円 （661.0％）

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2四半期 17.77 ―
25年3月期第2四半期 10.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 53,092 26,067 48.3
25年3月期 53,552 25,055 46.0
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  25,617百万円 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  ：  有  
 

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 ― 2.50
26年3月期（予想） ― 2.50 5.00

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、対前期増減率）

（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

通期 37,000 2.0 1,900 16.5 2,200 16.8 1,450 39.3 29.88



(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2Q 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2Q 2,863,754 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2Q 48,514,238 株 25年3月期2Q 48,517,901 株



○目  次 

１．当四半期決算に関する定性的情報    ・・・・・・・・・・・・・２ 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・２ 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・２ 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・３ 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項・・・・・・・・・・・・３ 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・３ 

３．四半期連結財務諸表               ・・・・・・・・・・・・・４ 

(1)  四半期連結貸借対照表          ・・・・・・・・・・・・・４ 

(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・・・・６ 

   (四半期連結損益計算書)        ・・・・・・・・・・・・・６ 

   (四半期連結包括利益計算書)    ・・・・・・・・・・・・・７ 

(3)  四半期連結キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・８ 

(4)  四半期連結財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・９ 

   (継続企業の前提に関する注記)      ・・・・・・・・・・・９ 

   (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)  ・・・・９ 

   (セグメント情報等)            ・・・・・・・・・・・・・９ 

 

日本コンクリート工業㈱　 (5269)　 平成26年３月期 第２四半期決算短信

1



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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年末の政権交代以降、政府の積極的な経済政

策等を背景に、円安、株高基調が継続し、企業収益の改善が進むとともに、個人消費も底堅く推移す

る等、景気の好循環が鮮明になりつつあります。 

当社グループを取り巻く環境は、復興需要が進捗するにつれ、建設市場を中心に人手不足への不安

が増す中、パイルやセグメント等のプレキャスト部材に対する需要増への期待が高まっております。

また、通信ポール等のインフラ需要が堅調に推移する等、事業環境は好転しつつあります。 

このような環境のもと、当社グループは、本年5月に2013年中期経営計画を策定し、「コア事業の

強化」、「新規事業の推進」、「海外事業の展開」を3本の柱として各種諸施策に鋭意取り組んでお

ります。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高184億86百万円（前年同四半期比9.1％増）、営業利益

11億18百万円（前年同四半期比55.9％増）、経常利益13億35百万円（前年同四半期比64.1％増）、四

半期純利益8億62百万円（前年同四半期比65.4％増）となり、前年同四半期比増収増益とすることが

出来ました。 

 

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、主要市場の関東地区でのパイル需要が伸び悩んだことなどにより、売上

高は86億68百万円（前年同四半期比5.1％減）、セグメント利益は63百万円（前年同四半期比

78.4％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のうち、ポール製品が通信向けを中心に堅調に推移する一方、土木

製品についても、RCセグメントが大型工事の一巡で減少しましたが、復興需要等の進捗により、

PC-壁体、親杭パネル、NJ軽量高欄が増加するとともに、新規事業のポアセルも堅調に推移しまし

た。この結果、コンクリート二次製品事業の売上高は、売上高は98億17百万円（前年同四半期比

25.7％増）、セグメント利益は17億37百万円（前年同四半期比68.4％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２四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。）

4億59百万円減の530億92百万円となりました。 

流動資産は前期末比8億53百万円減の197億87百万円、固定資産は前期末比3億93百万円増の333億5

百万円となりました。 

流動資産減少の主な要因は受取手形及び売掛金の減少によるものであり、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14億72百万円減の270億25百万円となりました。 

流動負債は前期末比22億54百万円減の170億15百万円、固定負債は前期末比7億82百万円増の100億

9百万円となりました。 

流動負債減少の主な要因は支払手形及び買掛金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。 
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純資産合計は、前期末比10億12百万円増の260億67百万円となりました。 

主な要因は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額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48.3％となりました。 

 

 キャッシュ・フローの状況の分析 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、29億57百万円となりました。 

（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、15億9百万円（前年同四半期は47億35百万円）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13億40百万円、売上債権の減少額14億72百万円等の資

金増加要因が、仕入債務の減少額7億59百万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、3億79百万円（前年同四半期は1億86百万円）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5億43百万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） 

財務活動の結果使用した資金は、3億58百万円（前年同四半期は98百万円）となりました。 

これは主に長期借入れによる収入12億円等の収入を、長期借入金の返済による支出11億27百万円

及び短期借入金の純返済額4億円等の支出が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11月7日に発表いたしました業績予

想から変更はありません。 

なお、当社は本日（平成25年11月14日）開催の取締役会において、平成25年9月30日を基準日

とする剰余金の配当（中間配当）を行うことについて決議するとともに、平成26年３月期の期末

配当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11月14日）公表いたしまし

た「剰余金の配当（中間配当）および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

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 

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,147,412 2,957,466

受取手形及び売掛金 11,835,661 10,462,190

商品及び製品 3,146,245 2,965,341

仕掛品 1,095,481 1,076,714

原材料及び貯蔵品 755,417 880,035

その他 1,700,571 1,464,114

貸倒引当金 △40,342 △18,722

流動資産合計 20,640,447 19,787,139

固定資産   

有形固定資産   

土地 14,708,663 14,836,489

その他（純額） 5,396,615 5,325,162

有形固定資産合計 20,105,279 20,161,652

無形固定資産 133,713 114,329

投資その他の資産   

投資有価証券 8,850,901 9,455,486

その他 3,953,601 3,630,727

貸倒引当金 △131,543 △56,786

投資その他の資産合計 12,672,960 13,029,427

固定資産合計 32,911,954 33,305,408

資産合計 53,552,401 53,092,548
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,256,019 5,269,731

電子記録債務 3,896,364 4,114,066

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 1,272,142

未払法人税等 742,659 456,235

引当金 454,176 510,077

その他 2,841,757 2,423,662

流動負債合計 19,270,262 17,015,915

固定負債   

社債 310,000 560,000

長期借入金 3,017,870 3,527,870

引当金 389,686 390,684

負ののれん 3,671 770

その他 5,505,885 5,529,823

固定負債合計 9,227,114 10,009,149

負債合計 28,497,376 27,025,064

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 13,863,748

自己株式 △683,065 △683,627

株主資本合計 17,775,898 18,419,183

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 2,237,789

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 7,198,675

少数株主持分 447,269 449,626

純資産合計 25,055,024 26,067,484

負債純資産合計 53,552,401 53,092,548
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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２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 16,946,629 18,486,379

売上原価 14,439,379 15,444,691

売上総利益 2,507,250 3,041,687

販売費及び一般管理費 1,789,739 1,923,195

営業利益 717,510 1,118,492

営業外収益   

受取利息 16,443 3,424

受取配当金 62,729 68,500

負ののれん償却額 15,130 2,900

持分法による投資利益 16,206 100,893

受取賃貸料 91,740 110,577

その他 46,058 57,784

営業外収益合計 248,309 344,080

営業外費用   

支払利息 64,788 55,498

減価償却費 22,969 35,760

その他 64,583 36,272

営業外費用合計 152,342 127,530

経常利益 813,478 1,335,041

特別利益   

固定資産売却益 7,777 －

投資有価証券売却益 － 10,565

特別利益合計 7,777 10,565

特別損失   

固定資産売却損 － 1,091

固定資産除却損 9,123 4,357

投資有価証券評価損 8,664 －

特別損失合計 17,787 5,449

税金等調整前四半期純利益 803,468 1,340,157

法人税、住民税及び事業税 325,656 459,605

法人税等調整額 △53,750 9,448

法人税等合計 271,906 469,053

少数株主損益調整前四半期純利益 531,562 871,104

少数株主利益 10,225 8,866

四半期純利益 521,337 862,237
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 531,562 871,104

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △163,598 349,378

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,088 17,439

その他の包括利益合計 △165,686 366,817

四半期包括利益 365,875 1,237,921

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 355,650 1,229,055

少数株主に係る四半期包括利益 10,225 8,866
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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 803,468 1,340,157

減価償却費 560,086 564,165

貸倒引当金の増減額（△は減少） △49,396 △96,976

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,609 4,975

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,755 △11,564

工事損失引当金の増減額（△は減少） 74,987 38,490

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,440 997

受取利息及び受取配当金 △79,172 △71,924

支払利息 64,788 55,498

持分法による投資損益（△は益） △16,206 △100,893

固定資産売却損益（△は益） △7,777 1,091

固定資産除却損 9,123 4,357

売上債権の増減額（△は増加） 528,058 1,472,787

たな卸資産の増減額（△は増加） △977,171 247,519

仕入債務の増減額（△は減少） 3,869,873 △759,139

債権流動化未収入金の増減額（△は増加） 193,174 5,119

前払年金費用の増減額（△は増加） △48,236 △34,759

未払金の増減額（△は減少） △785,241 △18,163

その他 615,368 △425,654

小計 4,755,019 2,216,083

利息及び配当金の受取額 85,505 88,317

利息の支払額 △63,428 △55,815

法人税等の支払額 △42,022 △738,695

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,735,074 1,509,890

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △15 －

投資有価証券の売却による収入 － 19,445

有形固定資産の取得による支出 △255,300 △543,202

有形固定資産の売却による収入 9,750 3,467

無形固定資産の取得による支出 △26,088 △1,474

投資不動産の賃貸による収入 84,456 83,964

その他 595 58,568

投資活動によるキャッシュ・フロー △186,601 △379,230

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） △549,888 △400,000

長期借入れによる収入 1,297,870 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △867,142 △1,127,142

社債の発行による収入 392,404 400,000

社債の償還による支出 △130,000 △170,000

自己株式の取得による支出 △340 △157

配当金の支払額 △170,413 △218,785

少数株主への配当金の支払額 △1,435 △1,384

リース債務の返済による支出 △47,361 △40,854

その他 △22,028 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,336 △358,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,450,136 772,334

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 6,580,740 2,957,466
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(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２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年９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 9,137,616 7,809,013 16,946,629 － 16,946,629

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

934 － 934 △934 －

計 9,138,550 7,809,013 16,947,564 △934 16,946,629

セグメント利益 292,505 1,031,980 1,324,486 △606,975 717,510

(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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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年９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 8,668,496 9,817,882 18,486,379 － 18,486,379

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

3,147 － 3,147 △3,147 －

計 8,671,643 9,817,882 18,489,526 △3,147 18,486,379

セグメント利益 63,144 1,737,620 1,800,765 △682,272 1,118,492

(注)１．セグメント利益の調整額は、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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