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(百万円未満切捨て)

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）

（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 8,916 15.5 241 62.6 448 46.0 420 49.3
25年３月期第２四半期 7,721 △9.9 148 △39.5 306 3.1 281 △12.3

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 533百万円 ( 104.5％) 25年３月期第２四半期 260百万円 ( △13.4％)

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 12.61 ―
25年３月期第２四半期 8.44 ―

（２）連結財政状態

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 29,516 8,866 30.0
25年３月期 29,505 8,434 28.6

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 8,866百万円  25年３月期 8,434百万円

２．配当の状況

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 ― 3.00 3.00

26年３月期 ― 0.00

26年３月期(予想) ― 3.00 3.00

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)

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 18,000 5.8 500 7.5 800 7.7 700 5.7 20.98



  

 

 

 
  

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連結財務諸表のレビュー手続は終了してお

りません。 

  

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３ページ「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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 34,294,400株 25年３月期 34,294,400株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 936,964株 25年３月期 933,418株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 33,359,064株 25年３月期２Ｑ 33,390,463株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期における我が国経済は、経済・金融政策の効果による企業収益の改善や個人消費の持

ち直しなどにより、緩やかな回復の動きが見られるようになりました。 

当社グループを取り巻く建設業界は、前年度同様に東北地方での震災復旧・復興関連事業や首都圏

のインフラ整備等の大型プロジェクトが進捗する一方で、建設労働者や資材不足の懸念が出始めてお

ります。 

このような経営環境のもと、当社グループは今年度から３ヶ年の中期経営計画がスタートし、国内

では賃貸量が増加し、賃貸単価は適正な水準には至らないものの稼働率は改善傾向にあります。海外

では、タイ丸建株式会社はタイ国の旺盛な建設需要を背景に引き続き好調に推移しており、グループ

全体で収益基盤の強化を図りました。 

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高89億１千６百万円

（前年同四半期比11億９千４百万円、15.5％増）、営業利益２億４千１百万円（同９千３百万円、

62.6％増）、経常利益４億４千８百万円（同１億４千１百万円、46.0％増）、四半期純利益４億２千

万円（同１億３千８百万円、49.3％増）と増収増益になりました。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

①重仮設事業 

首都圏や東北地方を中心に賃貸稼働量、販売量共に増加したため、売上高は70億３千万円（前年

同四半期比９億８千１百万円、16.2％増）、セグメント利益は４億９千万円（同１億３千１百万

円、36.7％増）と増収増益になりました。 

②重仮設工事事業 

首都圏の大型建築工事が進捗したため、売上高は９億７千１百万円（同１億１千９百万円、

14.1％増）、セグメント利益は１千８百万円（同９百万円、103.6％増）と増収増益になりまし

た。 

③土木・上下水道施設工事等事業 

手持工事が進捗したため、売上高は９億１千５百万円（同９千３百万円、11.4％増）と増収にな

ったものの、利益率の低下により、セグメント利益は３千２百万円（同１千９百万円、37.3％減）

と減益になりました。 

  

（注）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。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末の資産の部は、受取手形及び売掛金の減少額１億３千８百万円や建設機材の減少額

１億４千３百万円があったものの、投資有価証券の増加額２億８千６百万円などにより、前期末比１

千万円増の295億１千６百万円となりました。 

負債の部は、支払手形及び買掛金の減少額４億４千６百万円などにより、前期末比４億２千１百万

円減の206億４千９百万円となりました。 

純資産の部は、四半期純利益４億２千万円の計上などにより、前期末比４億３千２百万円増の88億

６千６百万円となり、自己資本比率は1.4ポイント増の30.0％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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②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は、２億９千８百万円（前年同四半期比２億１百万円減）となりま

した。これは税金等調整前四半期純利益４億４千８百万円の計上や売上債権の減少額１億３千８百

万円、たな卸資産の減少額１億６千１百万円があった一方で、仕入債務の減少額４億４千６百万円

などがあったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は、１千５百万円（前年同四半期は３百万円の資金の増加）となり

ました。これは主に、有形固定資産の取得等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は、１億９千２百万円（前年同四半期比８億６千４百万円減）とな

りました。これは主に、短期借入金の返済や配当金の支払によるものであります。 

以上の結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物は、前期末比９千１百万円増の13億４千８百

万円となりました。 

  

近の業績動向等を踏まえ、平成25年５月７日に公表しました平成26年３月期の通期連結業績予想

数値を修正致します。詳細は、本日平成25年10月31日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご覧ください。 

  

 平成26年３月期通期連結業績予想数値の修正 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

前回発表予想 （Ａ）
百万円

17,000

百万円

450

百万円

550

百万円

500

円 銭

14.98

今回修正予想 （Ｂ） 18,000 500 800 700 20.98

増減額   （Ｂ－Ａ） 1,000 50 250 200 ―

増減率（％） 5.9 11.1 45.5 40.0 ―

（ご参考）
前期実績（平成25年３月期）

17,006 465 743 662 19.85
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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：百万円）

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 1,257 1,348

受取手形及び売掛金 7,097 6,958

建設機材 9,083 8,939

商品 115 57

材料貯蔵品 294 294

未成工事支出金 30 69

その他 278 259

貸倒引当金 △95 △73

流動資産合計 18,061 17,854

固定資産   

有形固定資産   

土地 8,087 8,058

その他（純額） 1,144 1,135

有形固定資産合計 9,231 9,193

無形固定資産 4 4

投資その他の資産   

その他 2,616 2,561

貸倒引当金 △408 △97

投資その他の資産合計 2,207 2,463

固定資産合計 11,443 11,661

資産合計 29,505 29,516
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（単位：百万円）

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 6,270 5,823

短期借入金 9,327 9,247

未払法人税等 68 33

引当金 21 36

その他 1,267 1,389

流動負債合計 16,955 16,530

固定負債   

長期借入金 2,689 2,703

引当金 187 174

その他 1,239 1,241

固定負債合計 4,115 4,118

負債合計 21,071 20,649

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,651 2,651

資本剰余金 924 924

利益剰余金 3,208 3,529

自己株式 △129 △130

株主資本合計 6,654 6,974

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 86 140

土地再評価差額金 1,820 1,820

為替換算調整勘定 △127 △69

その他の包括利益累計額合計 1,779 1,891

純資産合計 8,434 8,866

負債純資産合計 29,505 29,516
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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：百万円）

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 7,721 8,916

売上原価 6,578 7,647

売上総利益 1,143 1,268

販売費及び一般管理費   

役員報酬 69 67

給料手当及び賞与 458 487

福利厚生費 99 104

地代家賃 86 87

退職給付費用 40 42

その他 240 238

販売費及び一般管理費合計 994 1,026

営業利益 148 241

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 5 5

持分法による投資利益 127 197

貸倒引当金戻入額 6 30

訴訟損失引当金戻入額 61 －

その他 19 29

営業外収益合計 220 263

営業外費用   

支払利息 52 45

その他 10 11

営業外費用合計 62 57

経常利益 306 448

特別利益   

固定資産売却益 9 －

特別利益合計 9 －

税金等調整前四半期純利益 316 448

法人税、住民税及び事業税 34 23

法人税等調整額 △0 4

法人税等合計 34 27

少数株主損益調整前四半期純利益 281 420

四半期純利益 281 420
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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：百万円)

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 281 420

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △28 54

持分法適用会社に対する持分相当額 7 57

その他の包括利益合計 △21 112

四半期包括利益 260 533

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 260 533

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 316 448

減価償却費 87 79

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 12

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 △333

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △72 －

受取利息及び受取配当金 △5 △6

支払利息 52 45

持分法による投資損益（△は益） △127 △197

有形固定資産売却損益（△は益） △9 －

売上債権の増減額（△は増加） 865 138

たな卸資産の増減額（△は増加） 239 161

その他の流動資産の増減額（△は増加） 91 13

その他の固定資産の増減額（△は増加） 2 313

仕入債務の増減額（△は減少） △1,018 △446

未払消費税等の増減額（△は減少） 46 △1

その他の流動負債の増減額（△は減少） 101 123

その他 △10 △8

小計 543 341

利息及び配当金の受取額 37 59

利息の支払額 △53 △47

法人税等の支払額 △27 △55

営業活動によるキャッシュ・フロー 500 298

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 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 － 0

有形固定資産の取得による支出 △8 △35

有形固定資産の売却による収入 10 29

有形固定資産の除却による支出 － △7

投資その他の資産の増減額（△は増加） 1 －

その他 0 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー 3 △15

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） △650 △120

長期借入れによる収入 400 1,200

長期借入金の返済による支出 △721 △1,146

リース債務の返済による支出 △19 △26

配当金の支払額 △66 △99

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,056 △192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △553 91

現金及び現金同等物の期首残高 1,287 1,257

現金及び現金同等物の四半期末残高 734 1,348
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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 
  

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) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△271百万円は、主に報告セグメントに帰属しない当社管理部門に係る費用であり

ます。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△300百万円は、主に報告セグメントに帰属しない当社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 

 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) 

 該当事項はありません。 

  

 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) 

 該当事項はありません。 

（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）

（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

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２重仮設 重仮設工事

土木・上下水
道施設工事等

計

売上高

  外部顧客への売上高 6,048 852 821 7,721 ― 7,721

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

0 ― ― 0 △0 ―

計 6,048 852 821 7,722 △0 7,721

セグメント利益 359 8 52 420 △271 148

(単位：百万円)

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重仮設 重仮設工事

土木・上下水
道施設工事等

計

売上高

  外部顧客への売上高 7,029 971 915 8,916 ― 8,916

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1 ― ― 1 △1 ―

計 7,030 971 915 8,917 △1 8,916

セグメント利益 490 18 32 542 △300 241
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