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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 14,539 1.2 △31 ― △96 ― △308 ―
25年3月期第3四半期 14,370 6.6 39 ― 9 ― △58 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 △62百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △50百万円 （―％）

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3四半期 △26.45 ―
25年3月期第3四半期 △5.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 34,569 13,344 38.1
25年3月期 32,151 13,538 41.5
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 13,163百万円 25年3月期 13,349百万円

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 ― 10.00 10.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 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、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 20,800 △2.3 20 △94.0 △70 ― △310 ― △26.56



(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ます。なお、この四半期決算短信の開示時点において、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、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）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
②①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3Q 12,000,000 株 25年3月期 12,000,000 株
②期末自己株式数 26年3月期3Q 329,189 株 25年3月期 329,189 株
③期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 11,670,811 株 25年3月期3Q 11,672,168 株
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当第３四半期連結累計期間における当社グループの関連業界におきましては、電力関連では、経営合

理化により設備投資の抑制や修繕費の繰り延べが継続されておりますが、通信関連では、携帯電話の基

地局整備が堅調に推移し、建築・道路関連においても、都市部の再開発や大規模太陽光発電設備の設置

などにより、需要は回復傾向にありました。 

当社グループは、懸命な営業活動に努めた結果、売上高は145億39百万円（前年同四半期比1.2％増)

となりました。 

損益につきましては、設備効率化による生産性の向上や人件費・経費などのコスト低減に努めたもの

の、建築鉄骨関係での売上高の減少や不採算件名の発生などにより、営業損失31百万円（前年同四半期

は営業利益39百万円）、経常損失96百万円（前年同四半期は経常利益９百万円）、四半期純損失３億８

百万円（前年同四半期は四半期純損失58百万円）となりました。 

セグメントの業績は、電力・通信関連事業では、売上高77億55百万円（前年同四半期比2.1％減）、

セグメント利益７億25百万円（前年同四半期比16.2％増）、建築・道路関連事業では、売上高49億37百

万円（前年同四半期比9.0％増）、セグメント損失４億24百万円（前年同四半期はセグメント損失１億

15百万円）、碍子・樹脂関連事業では、売上高18億47百万円（前年同四半期比3.6％減）、セグメント

利益39百万円（前年同四半期比21.1％減）となりました。 

（資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べ24億18百万円増加し、345億69百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ２億５百万円増加し、161億24百万円となりました。主な要因

は受取手形及び売掛金が15億50百万円減少し、仕掛品が20億46百万円増加したことによるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ22億12百万円増加し、184億44百万円となりました。主な要因

は平成24年12月から着工しておりました提出会社における賃貸不動産が当第３四半期連結会計期間に完

成し、建物及び構築物（純額）が14億13百万円増加したことによるものです。 

（負債) 

負債は、前連結会計年度末に比べ26億12百万円増加し、212億25百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ17億71百万円増加し、113億50百万円となりました。主な要因

は前受金（「その他」に含まれている）が12億９百万円増加したことによるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ８億40百万円増加し、98億74百万円となりました。主な要因は

長期借入金が９億71百万円増加したことによるものです。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億94百万円減少し、133億44百万円となりました。自己資本が

１億86百万円減少し、その結果、自己資本比率は3.4ポイント減少し38.1％になりました。 

現時点での連結業績予想につきましては、平成25年10月30日に公表いたしました業績予想から変更は

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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。  

該当事項はありません。  

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

（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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,578,440 3,953,803

受取手形及び売掛金 6,230,640 4,680,121

電子記録債権 24,160 39,676

製品 1,187,686 1,241,231

仕掛品 3,118,178 5,164,230

原材料及び貯蔵品 473,486 618,032

その他 313,328 433,092

貸倒引当金 △6,628 △5,639

流動資産合計 15,919,292 16,124,549

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,324,582 3,738,464

機械及び装置（純額） 853,563 1,271,198

土地 10,450,531 10,620,937

その他（純額） 219,875 115,340

有形固定資産合計 13,848,552 15,745,940

無形固定資産 204,566 258,264

投資その他の資産

投資有価証券 1,351,770 1,714,888

その他 866,096 754,349

貸倒引当金 △39,048 △28,640

投資その他の資産合計 2,178,818 2,440,598

固定資産合計 16,231,936 18,444,803

資産合計 32,151,229 34,569,353
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,881,197 4,300,568

電子記録債務 1,655,621 1,308,856

短期借入金 1,336,000 1,350,000

1年内返済予定の長期借入金 424,260 579,348

1年内償還予定の社債 926,000 1,226,000

未払法人税等 41,046 74,601

賞与引当金 232,523 91,024

役員賞与引当金 31,250 －

その他 1,050,971 2,420,391

流動負債合計 9,578,869 11,350,790

固定負債

社債 968,000 830,000

長期借入金 2,997,417 3,969,174

再評価に係る繰延税金負債 2,125,609 2,121,460

退職給付引当金 2,411,897 2,344,806

役員退職慰労引当金 181,784 191,154

その他 348,943 417,708

固定負債合計 9,033,651 9,874,303

負債合計 18,612,521 21,225,093

純資産の部

株主資本

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 30,708 30,708

利益剰余金 8,672,797 8,254,852

自己株式 △75,895 △75,895

株主資本合計 9,227,611 8,809,666

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 277,017 516,040

土地再評価差額金 3,845,203 3,837,697

その他の包括利益累計額合計 4,122,220 4,353,737

少数株主持分 188,876 180,854

純資産合計 13,538,707 13,344,259

負債純資産合計 32,151,229 34,569,353
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 14,370,200 14,539,758

売上原価 12,490,992 12,900,617

売上総利益 1,879,207 1,639,140

販売費及び一般管理費 1,839,547 1,670,374

営業利益又は営業損失（△） 39,660 △31,233

営業外収益

受取利息 1,115 2,161

受取配当金 31,565 33,510

受取賃貸料 91,924 90,816

固定資産売却益 31,407 12,560

その他 20,373 34,379

営業外収益合計 176,386 173,428

営業外費用

支払利息 68,635 72,063

賃貸費用 44,724 43,818

借入手数料 37,926 40,466

その他 55,287 82,481

営業外費用合計 206,574 238,830

経常利益又は経常損失（△） 9,473 △96,635

特別利益

投資有価証券売却益 － 5,329

ゴルフ会員権売却益 － 1,200

特別利益合計 － 6,529

特別損失

投資有価証券評価損 24,161 －

特別損失合計 24,161 －

税金等調整前四半期純損失（△） △14,688 △90,105

法人税、住民税及び事業税 11,521 124,592

過年度法人税等 － 63,825

法人税等調整額 39,251 27,844

法人税等合計 50,773 216,262

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △65,461 △306,368

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6,892 2,374

四半期純損失（△） △58,569 △308,742
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △65,461 △306,368

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 14,528 243,628

その他の包括利益合計 14,528 243,628

四半期包括利益 △50,932 △62,739

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △46,621 △69,719

少数株主に係る四半期包括利益 △4,311 6,979
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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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