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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 9,631 6.1 318 657.6 456 108.4 251 ―
23年3月期第1四半期 9,077 △15.5 42 △89.1 219 △58.7 4 △99.1

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 174百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △417百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 7.30 ―
23年3月期第1四半期 0.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 43,264 17,179 39.4
23年3月期 42,710 17,104 39.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  17,031百万円 23年3月期  16,955百万円

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

23年3月期 ― 2.00 ― 3.00 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 2.00 ― 3.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

第2四半期(累計) 19,000 7.7 350 ― 530 782.2 300 64.2 8.69
通期 36,000 0.4 400 ― 900 159.2 500 494.9 14.50



(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、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作成したも
のであり、実際の業績等は様々な要因により異なる結果となる可能性があります。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 34,587,433 株 23年3月期 34,587,433 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 59,272 株 23年3月期 72,697 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 34,522,852 株 23年3月期1Q 34,491,366 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災により、企業の生産

活動の停滞や個人消費の弱含み、更には原発事故に伴う電力供給不足の問題や長引く円高など懸念すべき問題が多

く、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループを取り巻く経営環境につきましては、首都圏を中心に大型再開発工事が本格化し、また、マンショ

ン需要の増加などにより、全体的に回復の兆しが見られました。 

このような状況の下、当社グループといたしましては、「関東における建設基礎資材総合サプライヤーの地位の

確立」を目指すべきグループ像とする、中期経営計画（12デイ・シイグループ中計）の達成に向け、企業価値向上

のために取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は 百万円と前年同期と比べ 百万

円の増収となり、営業利益は 百万円と前年同期と比べ 百万円の増益、経常利益は 百万円と前年同期と比

べ 百万円の増益、四半期純利益は 百万円と前年同期と比べ 百万円の増益となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①セメント関連事業 

当事業におきましては、営業力の強化を図り、販売数量の確保に取り組みました。また、川崎工場において製

造原価の削減に努めるとともに、セメント製造設備の老朽化対策工事等を実施し安定運転に注力しました。この

結果、売上高は2,540百万円と前年同期と比べ 百万円の減収となりましたものの、セグメント利益は 百万円

と前年同期と比べ 百万円の増益となりました。 

②骨材事業 

当事業におきましては、主力の生コンクリート用骨材の販売数量が前年同期並みとなりましたものの、販売価

格の低迷により、売上高は 百万円と前年同期と比べ 百万円の減収となり、セグメント利益は 百万円と

前年同期と比べ６百万円の減益となりました。 

③環境リサイクル事業 

当事業におきましては、建設発生土及び可燃性廃棄物の確保に鋭意取り組み、収益の確保に注力しました。こ

の結果、売上高は 百万円と前年同期と比べ 百万円の増収となり、セグメント利益は 百万円と前年同

期と比べ 百万円の増益となりました。 

④不動産賃貸事業 

当事業におきましては、不動産需要・市況の低迷が続く中、売上高の減少に歯止めをかけるべく鋭意努めまし

たが、売上高は 百万円と前年同期と比べ６百万円の減収となり、セグメント利益は 百万円と前年同期と比

べ 百万円の減益となりました。 

⑤生コンクリート事業 

当事業におきましては、主力市場におけるマンション等の建設需要が回復基調で推移したため、販売数量は増

加しました。また、経営資源の有効活用を図るなど原価低減に努めました。この結果、売上高は 百万円と

前年同期と比べ 百万円の増収となり、セグメント損失は 百万円と前年同期と比べ 百万円改善いたしまし

た。 

⑥管路事業 

当事業におきましては、市場環境の低迷により販売数量が減少したものの、コスト削減を図るなど利益の確保

に努めました。この結果、売上高は 百万円と前年同期と比べ 百万円の減収となりましたものの、セグメン

ト利益は 百万円と前年同期と比べ 百万円の増益となりました。 

⑦その他 

その他におきましては、コンクリート二次製品事業において生産体制の見直しなどコスト削減に取り組みまし

た。この結果、売上高は 百万円と前年同期と比べ 百万円の増収となり、セグメント利益は 百万円と前年

同期と比べ 百万円の増収となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

9,631 553

318 276 456

237 251 247

12 170

89

2,204 14 34

1,183 426 126

63

182 98

15

2,732

192 60 87

405 51

83 20

381 19 20

18
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円

となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金の増加 百万円によるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。その主な要因

は、借入金の増加 百万円によるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。その主な要因

は、四半期純利益 百万円及びその他有価証券評価差額金の減少 百万円であります。 

  

②キャッシュフローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりであります。  

（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、511百万円（前年同期比368.4％増）であります。 

 その主なものは、減価償却費571百万円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） 

 投資活動の結果使用した資金は、399百万円（同5.5％増）であります。 

 その主なものは、有形固定資産の取得による支出391百万円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） 

 財務活動の結果得られた資金は、386百万円（同6.2％増）であります。 

 その主なものは、借入金の純増額487百万円及び配当金の支払額71百万円によるものであります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日に公表いたしました業績予想の見直しを行っております。詳細につきましては、平成23年８月

11日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結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。  

  

（３）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。  

553 43,264

591

478 26,084

488

75 17,179

251 76

495 2,192

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,697 2,192

受取手形及び売掛金 7,607 8,198

商品及び製品 928 945

仕掛品 6 6

原材料及び貯蔵品 1,119 889

その他 701 588

貸倒引当金 △62 △83

流動資産合計 11,999 12,737

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,017 6,908

機械装置及び運搬具（純額） 5,114 4,890

土地 10,295 10,295

リース資産（純額） 379 529

建設仮勘定 118 289

その他（純額） 115 116

有形固定資産合計 23,041 23,029

無形固定資産   

のれん 403 377

その他 2,318 2,285

無形固定資産合計 2,721 2,662

投資その他の資産   

投資有価証券 3,670 3,528

その他 1,299 1,328

貸倒引当金 △22 △21

投資その他の資産合計 4,948 4,834

固定資産合計 30,710 30,526

資産合計 42,710 43,264
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,177 4,754

短期借入金 5,880 6,547

未払法人税等 49 193

引当金 101 179

その他 2,489 2,864

流動負債合計 13,697 14,539

固定負債   

長期借入金 6,915 6,736

退職給付引当金 1,492 1,510

その他の引当金 633 301

資産除去債務 254 255

負ののれん 771 651

その他 1,839 2,090

固定負債合計 11,907 11,544

負債合計 25,605 26,084

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,013 4,013

資本剰余金 5,046 5,047

利益剰余金 8,616 8,764

自己株式 △21 △17

株主資本合計 17,654 17,807

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 588 512

土地再評価差額金 △1,288 △1,288

その他の包括利益累計額合計 △699 △775

少数株主持分 149 148

純資産合計 17,104 17,179

負債純資産合計 42,710 43,264
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 9,077 9,631

売上原価 7,324 7,533

売上総利益 1,752 2,097

販売費及び一般管理費 1,710 1,779

営業利益 42 318

営業外収益   

受取利息 2 4

受取配当金 65 52

負ののれん償却額 119 119

持分法による投資利益 6 －

その他 48 43

営業外収益合計 241 221

営業外費用   

支払利息 48 41

持分法による投資損失 － 17

その他 15 25

営業外費用合計 64 83

経常利益 219 456

特別利益   

固定資産売却益 10 5

貸倒引当金戻入額 9 －

その他 7 0

特別利益合計 27 5

特別損失   

固定資産除売却損 3 12

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 107 －

その他 24 －

特別損失合計 136 12

税金等調整前四半期純利益 110 450

法人税、住民税及び事業税 164 167

法人税等調整額 △22 29

法人税等合計 141 197

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△31 252

少数株主利益又は少数株主損失（△） △35 0

四半期純利益 4 251
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△31 252

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △378 △79

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 1

その他の包括利益合計 △385 △78

四半期包括利益 △417 174

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △376 175

少数株主に係る四半期包括利益 △40 △0
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６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 110 450

減価償却費 602 571

負ののれん償却額 △82 △93

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 21

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6 17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 △334

受取利息及び受取配当金 △67 △57

支払利息 48 41

持分法による投資損益（△は益） △6 17

その他の引当金の増減額（△は減少） 35 80

有形固定資産売却損益（△は益） △10 △5

有形固定資産除却損 3 12

投資有価証券売却損益（△は益） － △0

為替差損益（△は益） 2 4

売上債権の増減額（△は増加） 606 △594

たな卸資産の増減額（△は増加） △244 213

その他の流動資産の増減額（△は増加） 45 8

未払消費税等の増減額（△は減少） △33 63

仕入債務の増減額（△は減少） △679 △373

その他の流動負債の増減額（△は減少） △219 247

預り保証金の増減額（△は減少） 1 △4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 107 －

その他 1 220

小計 220 504

利息及び配当金の受取額 68 57

利息の支払額 △33 △26

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △146 △23

営業活動によるキャッシュ・フロー 109 511

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △390 △391

有形固定資産の売却による収入 20 1

無形固定資産の取得による支出 － △6

投資有価証券の取得による支出 △2 △0

投資有価証券の売却による収入 － 0

短期貸付金の増減額（△は増加） △1 2

長期貸付けによる支出 △7 △3

長期貸付金の回収による収入 4 1

敷金及び保証金の差入による支出 △3 △0

敷金及び保証金の回収による収入 1 0

その他 1 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △378 △399

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） 900 800

長期借入金の返済による支出 △414 △312

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △99 △71

リース債務の返済による支出 △21 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー 364 386

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 92 495

現金及び現金同等物の期首残高 1,783 1,697

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,875 2,192
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 該当事項はありません。  

前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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 

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンクリート二次製品事業等を

含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去△４百万円及び持分法投資利益６百万円

であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント  

セメント関連

事業 
骨材事業 

環境リサイクル

事業  

不動産賃貸 

事業  

生コンクリート 

事業  
管路事業  

売上高   

外部顧客への

売上高 
 2,553 2,218 757 188  2,539 457

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 91 315 30 17  0 －

計  2,644 2,534 787 206  2,539 457

セグメント利益

又は損失（△） 
 80 41 63 113  △147 63

  
報告セグメント その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２  

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）３  計 

売上高   

外部顧客への

売上高 
 8,715 361 9,077 －  9,077

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 455 － 455 △455  －

計  9,171 361 9,533 △455  9,077

セグメント利益

又は損失（△） 
 214 2 217 2  219
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30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 

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンクリート二次製品事業等を

含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去０百万円及び持分法投資損失17百万円で

あります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。  

 該当事項はありません。  

  

報告セグメント  

セメント関連

事業 
骨材事業 

環境リサイクル

事業  

不動産賃貸 

事業  

生コンクリート 

事業  
管路事業  

売上高   

外部顧客への

売上高 
 2,540 2,204 1,183 182  2,732 405

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 142 308 25 15  0 0

計  2,683 2,513 1,209 197  2,732 405

セグメント利益

又は損失（△） 
 170 34 126 98  △60 83

  
報告セグメント その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２  

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）３  計 

売上高   

外部顧客への

売上高 
 9,249 381 9,631 －  9,631

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 492 0 492 △492  －

計  9,741 381 10,123 △492  9,631

セグメント利益

又は損失（△） 
 452 20 473 △16  456

（６）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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