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1. 平成26年4月期第3四半期の業績（平成25年5月1日～平成26年1月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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4月期第3四半期 14,533 13.8 570 26.9 463 38.8 262 40.4
25年4月期第3四半期 12,774 △2.2 449 △30.1 333 △36.0 186 △34.6

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4月期第3四半期 28.60 ―
25年4月期第3四半期 20.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年4月期第3四半期 17,472 4,710 27.0
25年4月期 17,467 4,495 25.7
（参考）自己資本 26年4月期第3四半期 4,710百万円 25年4月期 4,495百万円

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4月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
26年4月期 ― 0.00 ―
26年4月期（予想） 6.00 6.00

3. 平成26年 4月期の業績予想（平成25年 5月 1日～平成26年 4月30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 18,900 10.0 700 62.4 500 82.2 300 102.3 32.75



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 注記事項

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4月期3Q 9,240,000 株 25年4月期 9,240,000 株
② 期末自己株式数 26年4月期3Q 80,938 株 25年4月期 78,352 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年4月期3Q 9,160,408 株 25年4月期3Q 9,163,069 株

※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Ｐ.３「１. 当四半期決算に関する定性的情報 (３)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。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府主導による金融緩和政策や積極的財政政策等のア

ベノミクス効果により円安・株高が進行し景気は緩やかな回復基調でしたが、他方、海外経済の減速、

輸入燃料の高騰等もあり、一部不透明な部分もありました。 

当社建材事業の主要マーケットである住宅市場においては、東北地区の復興需要、金利や地価の先高

感・消費税率引き上げによる駆け込み需要の発生等から、新設住宅着工件数が前年比増加となる等、堅

調に推移しました。 

このような経済・経営環境の中、売上高につきましては14,533百万円となり、建材事業の好調を主因

として前年同四半期比1,758百万円(13.8％)の増収となりました。 

損益面でも、一部輸入燃料の高騰等があったものの売上増加を主因として利益は拡大し、経常利益は

463百万円と前年同四半期比129百万円(38.8％)、四半期純利益は262百万円と同75百万円(40.4％)の増

益と、昨年を上回る良好な仕上がりとなりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

①建材事業 

建材事業におきましては、前述のとおり良好な市場環境下、従来からの営業活動も結実し、売上高は

10,593百万円と前年同四半期比1,586百万円(17.6％)の増収となり、セグメント利益(営業利益)も497百

万円と同203百万円(69.2％)の大幅増益となりました。 

  

②化成品事業 

化成品事業におきましては、国内需要の不振を輸出の拡大によりカバーし、売上高は3,939百万円と

前年同四半期比172百万円(4.6％)の増収となりましたが、セグメント利益(営業利益)は減価償却負担等

から398百万円と同65百万円(14.2％)の減益となりました。 

  

当第３四半期会計期間の総資産は17,472百万円となり、前事業年度末(以下前年度)に比べ４百万円増

加いたしました。このうち、流動資産は9,907百万円と前年度に比べ397百万円増加いたしました。主な

増加要因は、受取手形及び売掛金が698百万円増加したことによるものであります。減少要因は、現金

及び預金が242百万円減少したことによるものであります。 

また、固定資産は7,565百万円となり前年度に比べ393百万円減少いたしました。主な減少要因は、有

形固定資産が415百万円減少したことによるものであります。 

流動負債は、7,095百万円と前年度に比べ165百万円減少いたしました。主な増加要因は、支払手形及

び買掛金が407百万円、未払金が183百万円増加したことによるものであります。減少要因は、短期借入

金が430百万円、１年内返済予定の長期借入金が288百万円減少したことによるものであります。 

固定負債は、5,666百万円と前年度に比べ44百万円減少いたしました。主な増加要因は、退職給付引

当金が67百万円増加したことによるものであります。減少要因は、長期借入金が128百万円減少したこ

とによるものであります。 

純資産は、4,710百万円と前年度と比べ214百万円増加いたしました。主な増加要因は、利益剰余金が

207百万円増加したことによるものであります。 

  

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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平成26年４月期通期の業績予想につきましては、平成25年12月11日の決算発表時に公表いたしました

業績予想から変更はありません。 

なお、今後の動向等により業績予想の修正が必要となった場合には、適時に開示いたします。  

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成25年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成26年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,551 1,308

受取手形及び売掛金 4,188 4,886

商品及び製品 2,232 2,241

仕掛品 683 607

原材料及び貯蔵品 552 683

繰延税金資産 150 85

その他 154 98

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 9,509 9,907

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,177 2,086

機械及び装置（純額） 3,051 2,624

土地 1,248 1,248

その他（純額） 402 505

有形固定資産合計 6,879 6,464

無形固定資産 15 12

投資その他の資産   

投資有価証券 680 690

繰延税金資産 320 342

その他 62 54

投資その他の資産合計 1,063 1,087

固定資産合計 7,958 7,565

資産合計 17,467 17,472

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,558 2,966

短期借入金 1,800 1,370

1年内返済予定の長期借入金 1,821 1,532

未払金 445 629

未払費用 195 178

賞与引当金 199 100

設備関係支払手形 30 28

その他 209 290

流動負債合計 7,261 7,095
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成25年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成26年１月31日) 

固定負債   

長期借入金 4,443 4,315

退職給付引当金 1,033 1,100

役員退職慰労引当金 84 93

その他 149 157

固定負債合計 5,711 5,666

負債合計 12,972 12,761

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,320 1,320

資本剰余金 1,078 1,078

利益剰余金 2,008 2,216

自己株式 △26 △27

株主資本合計 4,380 4,586

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 115 123

評価・換算差額等合計 115 123

純資産合計 4,495 4,710

負債純資産合計 17,467 17,472
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成26年１月31日) 

売上高 12,774 14,533

売上原価 9,401 10,720

売上総利益 3,373 3,812

販売費及び一般管理費 2,923 3,242

営業利益 449 570

営業外収益   

受取配当金 10 11

破損損害金 9 10

雑収入 15 17

営業外収益合計 35 39

営業外費用   

支払利息 124 115

雑支出 27 30

営業外費用合計 152 146

経常利益 333 463

特別損失   

固定資産除却損 11 33

固定資産処分損 2 －

特別損失合計 13 33

税引前四半期純利益 320 429

法人税、住民税及び事業税 40 125

法人税等調整額 92 41

法人税等合計 133 167

四半期純利益 186 262
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当第３四半期累計期間(自 平成25年５月１日 至 平成26年１月31日)  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間(自 平成25年５月１日 至 平成26年１月31日) 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自  平成24年５月１日  至  平成25年１月31日) 

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 

(注) １．調整額は、以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△308百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△308百万円が含

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当社の総務部門等管理部門に係る費用であ

ります。 

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第３四半期累計期間(自  平成25年５月１日  至  平成26年１月31日) 

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 

(注) １．調整額は、以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△325百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△325百万円が含

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当社の総務部門等管理部門に係る費用であ

ります。 

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（３）四半期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）

（セグメント情報等）

    (単位：百万円)

 
報告セグメント 調整額 

(注)１

四半期損益 
計算書計上額 

(注)２建材事業 化成品事業 計

売上高          

  外部顧客への売上高 9,007 3,767 12,774 ― 12,774

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 9,007 3,767 12,774 ― 12,774

セグメント利益 294 463 758 △308 449
 

    (単位：百万円)

 
報告セグメント 調整額 

(注)１

四半期損益 
計算書計上額 

(注)２建材事業 化成品事業 計

売上高          

  外部顧客への売上高 10,593 3,939 14,533 ― 14,533

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 10,593 3,939 14,533 ― 14,533

セグメント利益 497 398 895 △325 570
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