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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 3,027 △14.0 △106 ― △156 ― △136 ―
25年3月期第3四半期 3,521 △5.4 10 △84.0 △38 ― △47 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 △141百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △46百万円 （―％）

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 △11.32 ―
25年3月期第3四半期 △3.93 ―

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 5,562 759 13.2
25年3月期 5,898 884 14.5
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 732百万円 25年3月期 856百万円

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 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 0.00 0.00

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 4,200 △11.8 △90 ― △150 ― △130 ― △10.78



(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きの対象外であります。また、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き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。 

※ 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 12,090,000 株 25年3月期 12,090,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 34,043 株 25年3月期 32,363 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 12,057,021 株 25年3月期3Q 12,058,634 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府、日銀の強力な金融・財政政策を背景に円

安・株高が進行し、大企業を中心に企業収益が改善に向かい、設備投資や個人消費が回復傾向にあるな

ど景気回復に向けた明るい兆しが見え始めています。加えて、２０２０年の東京オリンピック開催に向

けたインフラ整備による需要拡大に期待感が高まっています。しかしながら、円安の進行による原材料

価格の上昇や新興国の成長鈍化、消費税率引き上げによる個人消費への影響など、依然として先行き不

透明な状況が続いております。 

 当社グループを取り巻く環境につきましても、製紙・造船・インフラ整備関連の設備投資案件の受注

が今後期待されるものの、民間設備投資は依然として回復しておらず、需要が弱く企業間競争の厳しい

状況のまま推移いたしました。そのため、一昨年末から昨年年明け以降の急激な円安の影響による仕入

コスト上昇分を販売価格に転嫁できていない状況が続いております。 

 このような状況下で、当社グループは調達コストの低減に加え、製造原価の低減や合理化施策などに

努めてまいりました。加えて、プレハブ加工管分野に注力し、高付加価値加工管の強化に鋭意取り組ん

でまいりました。しかし、需要が低迷しているなかで価格競争は厳しくなる傾向にあり、当社グループ

の業績は低調な結果となりました。 

 このため、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は３，０２７百万円（前年同四半期比１４．０％

減）となりました。売上総利益につきましては、前年同四半期に比べて売上高が減少したことと、売上

総利益率が前年同四半期に比べて１．５ポイント減少し、１５．１％となったことによりまして、前年

同四半期比１２６百万円減少いたしました。売上総利益率が低下した要因としましては、民間設備投資

が依然として停滞しているなかで、急激な円安による輸入製品の調達コストの上昇分を販売価格に転嫁

するのが遅れておりますことと、棚卸資産の評価減を２７百万円計上したことが挙げられます。この結

果、営業損失は１０６百万円（前年同四半期は営業利益１０百万円）、経常損失は１５６百万円（前年

同四半期は経常損失３８百万円）となりました。四半期純損益につきましては、特別利益で土地売却益

８百万円と法人税等調整額△８百万円を計上したことにより、四半期純損失１３６百万円（前年同四半

期は四半期純損失４７百万円）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ３３６百万円減少し、

５，５６２百万円となりました。これは主に、たな卸資産が１７７百万円増加し、現金及び預金が８１

百万円、受取手形及び売掛金が４１７百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ２１１百万円減少し、４，８０２百万円となりました。これは

主に、支払手形及び買掛金が６３百万円、社債が５９百万円、長期借入金が８２百万円それぞれ減少し

たことによるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１２４百万円減少し、７５９百万円となりました。これは主

に、当第３四半期連結累計期間において四半期純損失を１３６百万円計上したことにより減少したもの

であります。 

  

連結業績予想数値の平成２６年３月期の通期における修正の詳細は、平成２６年２月１２日発表の

「業績予想の修正」を参照してください。 

  

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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２．四半期連結財務諸表 
（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 645,668 564,133

受取手形及び売掛金 1,319,723 902,538

たな卸資産 791,249 968,869

その他 38,963 53,791

貸倒引当金 △2,791 △2,552

流動資産合計 2,792,812 2,486,779

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 360,558 346,584

機械装置及び運搬具（純額） 59,403 93,240

土地 2,484,201 2,435,609

その他（純額） 50,071 42,824

有形固定資産合計 2,954,234 2,918,259

無形固定資産 10,767 9,706

投資その他の資産 140,349 147,266

固定資産合計 3,105,351 3,075,232

繰延資産 258 241

資産合計 5,898,422 5,562,253

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 587,380 523,551

短期借入金 2,607,130 2,680,100

1年内返済予定の長期借入金 246,063 185,253

未払法人税等 6,427 1,993

賞与引当金 1,000 6,427

その他 162,592 163,938

流動負債合計 3,610,593 3,561,264

固定負債   

社債 280,000 221,000

長期借入金 288,597 205,734

再評価に係る繰延税金負債 667,293 658,351

退職給付引当金 76,389 71,303

その他 90,645 84,672

固定負債合計 1,402,924 1,241,061

負債合計 5,013,518 4,802,325
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 226,400 226,400

利益剰余金 △838,501 △958,273

自己株式 △3,675 △3,762

株主資本合計 △115,777 △235,635

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,943 6,552

土地再評価差額金 960,344 943,598

為替換算調整勘定 9,086 18,151

その他の包括利益累計額合計 972,374 968,302

少数株主持分 28,307 27,261

純資産合計 884,904 759,928

負債純資産合計 5,898,422 5,562,253
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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 3,521,769 3,027,029

売上原価 2,937,802 2,569,659

売上総利益 583,966 457,369

販売費及び一般管理費 572,975 564,039

営業利益又は営業損失（△） 10,990 △106,669

営業外収益   

受取利息 109 109

受取配当金 2,569 1,232

設備賃貸料 4,870 4,505

その他 2,405 2,769

営業外収益合計 9,955 8,617

営業外費用   

支払利息 38,290 35,071

手形売却損 8,043 9,059

為替差損 3,397 6,153

その他 10,147 8,263

営業外費用合計 59,878 58,548

経常損失（△） △38,932 △156,601

特別利益   

土地売却益 － 8,907

投資有価証券売却益 － 2,849

リース債務解約益 1,703 －

特別利益合計 1,703 11,756

特別損失   

固定資産除却損 1,624 47

投資有価証券評価損 1,105 －

特別損失合計 2,730 47

税金等調整前四半期純損失（△） △39,958 △144,891

法人税、住民税及び事業税 9,930 5,498

法人税等調整額 － △8,942

法人税等合計 9,930 △3,443

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △49,889 △141,448

少数株主損失（△） △2,460 △4,931

四半期純損失（△） △47,429 △136,517
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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（△） △49,889 △141,448

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,646 3,609

土地再評価差額金 － △16,746

為替換算調整勘定 280 12,949

その他の包括利益合計 2,927 △187

四半期包括利益 △46,962 △141,635

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △45,239 △140,589

少数株主に係る四半期包括利益 △1,722 △1,046
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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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