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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 27,055 0.5 1,406 △1.0 1,730 7.1 1,115 11.3
25年3月期第3四半期 26,929 6.9 1,419 128.6 1,616 92.7 1,002 91.2

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 2,233百万円 （107.0％） 25年3月期第3四半期 1,078百万円 （55.4％）

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3四半期 22.90 20.06
25年3月期第3四半期 20.66 ―

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 56,091 27,774 48.7
25年3月期 53,552 25,055 46.0
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 27,312百万円 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 ： 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 ― 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
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 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3Q 865,088 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3Q 48,713,678 株 25年3月期3Q 48,516,789 株
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策を背景とした円安、株高基調

の下、企業収益の改善が進み、個人消費も底堅さを維持したことに加え、設備投資に回復の兆しが

見られるなど、景気回復のすそ野が広がりつつ推移しました。 

このような環境のもと、当社グループは、昨年5月に策定した2013年中期経営計画の重点課題であ

る、「コア事業の強化」、「新規事業の推進」、「海外事業の展開」の諸施策に鋭意取り組んでお

ります。 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、270億55百万円（前年同四半期比0.5％増）となりました。

損益面につきましては、営業利益は14億6百万円（前年同四半期比1.0％減）、経常利益は17億30百

万円（前年同四半期比7.1％増）、四半期純利益は11億15百万円（前年同四半期比11.3％増）となり

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、厳しい受注環境が続いており、売上高は132億59百万円（前年同四半期比

6.0％減）、セグメント利益は2億5百万円（前年同四半期比43.9％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したことに加え、

PC-壁体、NJ軽量高欄、ポアセル等の土木製品が増加した結果、売上高は137億96百万円（前年同四

半期比7.5％増）、セグメント利益は23億13百万円（前年同四半期比15.2％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３四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。）

25億39百万円増の560億91百万円となりました。 

流動資産は前期末比10億11百万円増の216億51百万円、固定資産は前期末比15億27百万円増の344

億39百万円となりました。 

流動資産増加の主な要因は現金及び預金の増加によるものであり、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1億80百万円減の283億16百万円となりました。 

流動負債は前期末比19億50百万円減の173億19百万円、固定負債は前期末比17億69百万円増の109

億97百万円となりました。 
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流動負債減少の主な要因は短期借入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、

長期借入金の増加によるものであります。 

純資産合計は、前期末比27億19百万円増の277億74百万円となりました。 

主な要因は、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48.7％となりました。 

 

キャッシュ・フローの状況の分析 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、40億84百万円となりました。 

（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、14億53百万円（前年同四半期は34億20百万円）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17億3百万円、売上債権の減少額13億93百万円等の資

金増加要因が、法人税等の支払額10億64百万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、3億28百万円（前年同四半期は7億58百万円）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7億4百万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） 

財務活動の結果得られた資金は、7億73百万円（前年同四半期は4億87百万円の支出）となりまし

た。 

これは主に長期借入れによる収入19億90百万円等の収入が、長期借入金の返済による支出14億66

百万円等の支出を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14日に発表いたしました業績予

想から変更はありません。 

 

 

２．サマリー情報（その他）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 2,147,412 4,084,053

受取手形及び売掛金 11,835,661 10,471,768

商品及び製品 3,146,245 3,159,385

仕掛品 1,095,481 1,436,559

原材料及び貯蔵品 755,417 926,478

その他 1,700,571 1,593,882

貸倒引当金 △40,342 △20,197

流動資産合計 20,640,447 21,651,930

固定資産   

有形固定資産   

土地 14,708,663 14,868,105

その他（純額） 5,396,615 5,471,839

有形固定資産合計 20,105,279 20,339,945

無形固定資産 133,713 106,370

投資その他の資産   

投資有価証券 8,850,901 10,680,559

その他 3,953,601 3,340,941

貸倒引当金 △131,543 △28,012

投資その他の資産合計 12,672,960 13,993,487

固定資産合計 32,911,954 34,439,803

資産合計 53,552,401 56,091,734
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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 6,256,019 6,055,128

電子記録債務 3,896,364 3,792,822

短期借入金 3,370,000 2,770,000

1年内返済予定の長期借入金 1,709,285 1,298,000

未払法人税等 742,659 176,419

引当金 454,176 340,925

その他 2,841,757 2,886,542

流動負債合計 19,270,262 17,319,839

固定負債   

社債 310,000 700,000

長期借入金 3,017,870 3,952,870

引当金 389,686 399,589

負ののれん 3,671 385

その他 5,505,885 5,944,190

固定負債合計 9,227,114 10,997,035

負債合計 28,497,376 28,316,875

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 1,930,747

利益剰余金 13,219,902 13,995,007

自己株式 △683,065 △211,549

株主資本合計 17,775,898 19,372,775

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 2,979,313

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 7,940,198

新株予約権 － 17,388

少数株主持分 447,269 444,496

純資産合計 25,055,024 27,774,858

負債純資産合計 53,552,401 56,091,734
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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 26,929,734 27,055,275

売上原価 22,753,049 22,685,251

売上総利益 4,176,684 4,370,023

販売費及び一般管理費 2,757,003 2,964,007

営業利益 1,419,681 1,406,016

営業外収益   

受取利息 22,072 7,768

受取配当金 71,040 77,324

負ののれん償却額 20,717 3,285

持分法による投資利益 94,402 188,322

受取賃貸料 141,314 162,712

その他 62,241 78,013

営業外収益合計 411,787 517,428

営業外費用   

支払利息 94,921 80,667

減価償却費 34,454 47,351

その他 85,528 64,682

営業外費用合計 214,905 192,701

経常利益 1,616,563 1,730,742

特別利益   

固定資産売却益 7,807 99

投資有価証券売却益 － 10,565

特別利益合計 7,807 10,665

特別損失   

固定資産売却損 0 1,091

固定資産除却損 21,209 36,842

投資有価証券評価損 6,284 －

特別損失合計 27,493 37,933

税金等調整前四半期純利益 1,596,877 1,703,473

法人税、住民税及び事業税 597,442 457,475

法人税等調整額 △21,907 121,294

法人税等合計 575,534 578,769

少数株主損益調整前四半期純利益 1,021,342 1,124,704

少数株主利益 18,972 9,301

四半期純利益 1,002,370 1,115,402
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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利益 1,021,342 1,124,704

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 55,293 1,086,325

持分法適用会社に対する持分相当額 1,917 22,016

その他の包括利益合計 57,211 1,108,341

四半期包括利益 1,078,553 2,233,045

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,059,581 2,223,743

少数株主に係る四半期包括利益 18,972 9,301
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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) 

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 1,596,877 1,703,473

減価償却費 869,287 880,987

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36,824 △124,275

賞与引当金の増減額（△は減少） △125,274 △139,309

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,237 △1,821

工事損失引当金の増減額（△は減少） 73,260 27,880

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,045 9,902

受取利息及び受取配当金 △93,112 △85,093

支払利息 94,921 80,667

持分法による投資損益（△は益） △94,402 △188,322

固定資産売却損益（△は益） △7,807 991

固定資産除却損 21,209 36,842

売上債権の増減額（△は増加） 359,376 1,393,592

たな卸資産の増減額（△は増加） △911,170 △352,812

仕入債務の増減額（△は減少） 1,978,982 △294,986

債権流動化未収入金の増減額（△は増加） 149,539 58,066

前払年金費用の増減額（△は増加） △50,991 △55,153

未払金の増減額（△は減少） △757,627 △39,550

その他 321,404 △418,232

小計 3,481,106 2,492,848

利息及び配当金の受取額 99,444 101,492

利息の支払額 △82,443 △76,027

法人税等の支払額 △77,305 △1,064,755

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,420,802 1,453,557

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 △30,315 －

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 △526,481 △704,654

有形固定資産の売却による収入 10,565 3,567

無形固定資産の取得による支出 △27,642 △4,158

貸付けによる支出 △326,360 △650

投資不動産の賃貸による収入 126,739 127,070

その他 14,797 231,164

投資活動によるキャッシュ・フロー △758,697 △328,214

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

8



(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) 

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） △788,000 △600,000

長期借入れによる収入 1,497,870 1,990,000

長期借入金の返済による支出 △1,174,285 △1,466,285

社債の発行による収入 392,404 646,303

社債の償還による支出 △150,000 △230,000

新株予約権の発行による収入 － 22,428

新株予約権の行使による株式の発行及び自己株式
の処分による収入

－ 808,583

自己株式の取得による支出 △608 △863

配当金の支払額 △170,481 △340,945

リース債務の返済による支出 △71,041 △54,256

その他 △23,464 △1,384

財務活動によるキャッシュ・フロー △487,607 773,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,174,498 1,898,921

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 4,305,101 4,084,053
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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） 

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 14,099,828 12,829,906 26,929,734 － 26,929,734

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

2,186 － 2,186 △2,186 －

計 14,102,014 12,829,906 26,931,920 △2,186 26,929,734

セグメント利益 366,783 2,008,890 2,375,673 △955,992 1,419,681

(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） 

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 13,259,159 13,796,116 27,055,275 － 27,055,275

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

5,549 － 5,549 △5,549 －

計 13,264,708 13,796,116 27,060,824 △5,549 27,055,275

セグメント利益 205,744 2,313,436 2,519,181 △1,113,165 1,406,016

(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。 

 

 

 

(5)  重要な後発事象 

（新株予約権の行使による増資等） 

当第３四半期連結会計期間終了後、平成26年１月６日から同年２月５日までに、平成25年12月20

日に発行した新株予約権のうち、第３四半期連結会計期間末に残存していた新株予約権のすべて

（6,900個）について権利行使がありました。当該権利行使の概要は次のとおりであります。 

１．処分した自己株式 

(1)処分した自己株式の種類及び株式数     普通株式 500,000株 

(2)処分価額                        439円 

(3)処分総額                     219,500千円 

２．発行した株式 

(1)発行した株式の種類及び株式数      普通株式 6,400,000株 

(2)増加した資本金                 1,453,014千円 

(3)増加した資本準備金               1,453,014千円 

 

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

11




