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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第11期

第３四半期連結
累計期間

第12期
第３四半期連結

累計期間
第11期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （百万円） 30,069 28,617 39,392

経常利益 （百万円） 1,731 1,391 1,968

四半期（当期）純利益 （百万円） 908 792 1,004

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,544 1,035 1,352

純資産額 （百万円） 20,318 20,991 20,126

総資産額 （百万円） 42,930 43,964 42,329

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 26.69 23.28 29.51

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 46.93 47.29 47.08

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 2,169 2,032 3,009

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △1,037 △2,183 △1,562

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △1,634 352 △1,937

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 1,872 2,086 1,884

 

回次
第11期

第３四半期連結
会計期間

第12期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成25年10月１日
至平成25年12月31日

自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 9.24 11.24

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、金融緩和や政府主導の景気対策により企業収益や雇用環境

が改善するなど、緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、消費税増税や輸入原材料価格上昇等により個

人消費が弱含みに推移していることに加え、国外においては、原油価格の急激な下落や新興国経済の成長鈍化への

警戒感等もあり、依然として先行き不透明な状況にあります。

当社グループを取り巻く経営環境につきましては、電力料金の高止まりや円安に伴う燃料価格の高騰といったエ

ネルギー費の負担が増加したことに加え、建設技術者不足を背景とした工事着工の遅れの影響を受けるなど厳しい

状況が続きました。

このような状況の下、当社グループといたしましては、中期経営計画 ≪ＦＯＲ　ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ≫ で掲

げた重点テーマである、「企業体質の強化」「企業価値の向上」「企業存在感の向上」に取り組んでおりますが、

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は28,617百万円と前年同期と比べ1,452百万円の減収と

なり、営業利益は1,243百万円と前年同期と比べ375百万円の減益、経常利益は1,391百万円と前年同期と比べ340百

万円の減益、四半期純利益は792百万円と前年同期と比べ116百万円の減益となりました。

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、川崎工場で引き続き製造原価の低減に努め、また、販売面でも営業力の強化を図り、

販売数量の増加と収益の確保に鋭意取り組みましたものの、主要市場である東京都や神奈川県において需要環境

が低迷したため、売上高は8,397百万円と前年同期と比べ625百万円の減収となり、セグメント利益は487百万円

と前年同期と比べ422百万円の減益となりました。

②　資源事業

当事業におきましては、主要市場における生コンクリート用骨材の需要が低迷したものの、販売価格の適正化

に鋭意取り組むとともに、営業力の強化及び製造原価の低減に努めました。この結果、売上高は6,990百万円と

前年同期と比べ139百万円の増収となり、セグメント利益は257百万円と前年同期と比べ17百万円の増益となりま

した。

③　環境事業

当事業におきましては、リサイクル資源の確保に鋭意取り組みましたものの、工事物件の着工の遅れなどによ

り主要な取扱品目である建設発生土の取扱数量は前年同期と比べ減少いたしました。この結果、売上高は3,398

百万円と前年同期と比べ266百万円の減収となりましたが、原価低減に鋭意取り組んだ結果、セグメント利益は

448百万円と前年同期と比べ27百万円の増益となりました。

④　不動産事業

当事業におきましては、未利用社有地に太陽光発電所を設置するなど、不動産の有効活用を図り収益の確保に

努めました。この結果、売上高は694百万円と前年同期と比べ89百万円の増収となり、セグメント利益は323百万

円と前年同期と比べ18百万円の増益となりました。
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⑤　生コンクリート事業

当事業におきましては、販売数量の増加と販売価格の適正化に取り組みましたものの、主要な供給先である神

奈川地区における需要の低迷などの影響により、売上高は6,630百万円と前年同期と比べ821百万円の減収とな

り、セグメント損失は159百万円（前年同期は58百万円の損失）となりました。

⑥　住生活事業

当事業におきましては、各種製品の拡販に注力するとともに、販売価格の適正化に鋭意取り組みました。この

結果、売上高は2,505百万円と前年同期と比べ31百万円の増収となり、セグメント利益は47百万円と前年同期と

比べ119百万円改善しました。

(2）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末に比べ202百万円増加し、2,086百万円となりました。当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・

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、2,032百万円（前年同期比6.3％減）であります。

その主なものは、減価償却費1,417百万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、2,183百万円（同110.4％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2,227百万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、352百万円（前年同期は1,634百万円の使用）であります。

その主なものは、借入金の純増額640百万円によるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は会社法施行規則第118条第３号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針」（以下、「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を定めており、その内容は下記

の通りであります。

 

①　会社の支配に関する基本方針

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、企業価値向上の実現のために掲げている当

社の経営理念である「会社を持続的に発展させるために、革新性と柔軟性を持って情勢の変化に素早く対応し、

顧客をはじめ関係する人々の信頼を得、そして広く社会に貢献する。」に基づき、企業価値のさまざまな源泉、

当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を充分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期

的に確保、向上させるものでなければならないと考えております。

一方、金融商品取引所に上場する株式会社としての当社株主の在り方は、当社株式の市場における自由な取引

を通じて決まるものであり、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合にこれに応じるべきか否かの判

断も、最終的には株主の皆様の全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対し

て明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、株主

の皆様や取締役会が株式の大規模な買付等の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提

示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの、買付条件等が対象会社の企業価値ひい

ては株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適当であるもの、対象会社の企業価値の維持・増大に必要

不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益

に資さないものも少なくありません。

当社は、上記の例を含め当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大規模な買付等を行う

者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切と考えております。
 
②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社では、中期経営計画の推進とコーポレート・ガバナンスの強化の両面から、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益の確保・向上に取り組んでおります。
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イ．中期経営計画による企業価値向上への取り組み

当社グループは、平成25年度を初年度とする３ヵ年のデイ・シイグループ中期経営計画≪ＦＯＲ　ＮＥＸ

Ｔ　ＳＴＡＧＥ≫を策定いたしました。

中期経営計画では、デイ・シイグループが将来に向かって持続的な発展を果たすために、「既存事業の収益

力の向上」「将来柱の一つとなる新たな事業の立上げ・育成」の２点に取り組み、デイ・シイグループの未来

に向けての体力を蓄え、強固な体質を築き上げてまいります。

このような考え方を基本にした重点テーマを定めるとともに、その重点テーマを達成するための基本戦略は

以下のとおりです。

ａ．中期経営計画の重点テーマ

『企業体質の強化』

『企業価値の向上』

『企業存在感の向上』

ｂ．基本戦略

◇既存事業の骨太化

部門別基本方針

＜セメント関連事業＞

・低炭素社会に即したスラグ関連製品を主力とするセメント関連事業の強化

・首都圏臨海部で絶対的信頼感、コスト競争力を兼ね備えた工場の確立

＜資源事業＞

・資源事業を長期に継続するための強固な基盤づくり

＜環境事業＞

・既存事業における利益の最大化

＜不動産事業＞

・事業の拡大・活性化

＜生コンクリート事業＞

・垂直統合型セメント企業グループの体制強化

＜住生活事業＞

・確実な収益確保を可能とする事業体制の構築

◇新規事業の立上げ・育成

デイ・シイグループが保有する資源・技術を最大限に活用し、将来、デイ・シイグループの収益の柱

となる事業を立ち上げるため、成長が期待できる新たな事業領域へ進出し、海外への事業領域の拡大を

図り、事業展開を具体化してまいります。

◇成長戦略と財務体質改善の両立

「既存事業の骨太化」、「新規事業の立上げ・育成」に必要な投資は積極的に推進する一方、有利子

負債の過度な増加を抑制するために資金の最適調達を行うとともに保有資産の見直しを行うなど、財務

体質の強化を図ってまいります。

ロ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営環境の変化に革新性と柔軟性を持って素早く対応し、経営の透明性を図ることをコーポレー

ト・ガバナンスの基本方針としております。

その実現のため、株主総会、取締役会、監査役会及び経営会議等の機能向上に努めております。

当社は、執行役員制度を導入しており、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能とに棲み分けを図り、

取締役会は原則として毎月１回開催し、重要あるいは緊急を要する事項については、臨時に開催し対応してお

ります。なお、取締役８名のうち１名は社外取締役であり、当社の経営に対して適切な助言・監督を行い、

コーポレート・ガバナンス機能の充実を図っております。また、代表取締役及び業務執行役員をメンバーとす

る経営会議を原則毎月３回開催し、迅速な意思決定を図っております。

当社は、監査役制度を導入しており、監査役会は監査役４名（うち社外監査役３名）により構成されており

ます。監査役は、取締役会、経営会議等に出席し、適宜意見を述べるなど取締役の業務執行について、監視す

る体制を整えております。

内部監査につきましては、内部監査部門を設置し、当社の業務執行の監査、統制を行っております。

当社は、今後も株主の皆様をはじめ、取引先、従業員、地域社会などのステークホルダーとの信頼関係をよ

り強固なものとし、企業価値の向上に向けたコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

③　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取り組み

当社は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取り組みとして「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（以下「本プラン」

といいます。）を導入しており、その概要は以下のとおりであります。
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イ．本プラン導入の目的

当社は、当社株式に対して大規模な買付等が行われた場合に、株主の皆様が適切な判断をするために、必要

な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一

定のルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不

適切な者によって大規模な買付等がなされた場合の対応方針を含めた買収防衛策として本プランを導入してお

ります。

ロ．本プランの対象となる当社株式の買付

本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的と

する当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の

買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。

ハ．独立委員会の設置

本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合

理性を担保するため、独立委員会規程に基づき、３名以上の社外有識者または社外監査役から構成される独立

委員会を設置しております。

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの判断、大規模買付行為が当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるか否かの判断、対抗措置の発動・不発動の判断など、

当社取締役会の諮問に対して勧告するものとし、当社取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし

ます。独立委員会の勧告内容については、概要を適宜公表することとします。

ニ．大規模買付ルールの概要

大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が当社取締役会に対して、必要かつ十分な情報を提供し、当社

取締役会による一定の評価期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）、または、株主検討期間を設ける

場合には取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。

ホ．大規模買付行為が実施された場合の対応方針

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対で

あったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示するなど、株主の皆様を説得

するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大

規模買付行為が、当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損

なうと判断される場合には、当社取締役会は、対抗措置をとることにより大規模買付行為に対抗することがあ

ります。

ヘ．本プランの適用開始、有効期間、継続及び廃止

本プランの有効期間は、平成27年６月に開催される当社定時株主総会終結の時までの３年間となっておりま

す。以降、本プランの継続（一部修正したうえでの継続を含みます。）については、当社定時株主総会におい

て承認を得ることとなっております。

ただし、有効期間中であっても、当社株主総会または当社取締役会の決議により本プランを廃止する旨の決

議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。

なお、本プランの詳細につきましては、当社インターネットホームページにその開示資料を掲載しておりま

すのでご参照ください（http://www.dccorp.jp）。

 

④　本プランの合理性について（本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて）

会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させ

るための施策であり、会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。

　また、本プランは、（ａ）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること及び経済産業省に設置された企

業価値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内

容も踏まえたものとなっていること、（ｂ）株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること、

（ｃ）株主意思を反映するものであること、（ｄ）独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会の勧告を

尊重するものであること、（ｅ）デッドハンド型およびスローハンド型の買収防衛策ではないことなど、会社の

支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持

を目的とするものではないと考えております。

(4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は403百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

EDINET提出書類

株式会社デイ・シイ(E01128)

四半期報告書

 6/23



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 70,000,000

計 70,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年２月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 34,587,433 34,587,433
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数100株

計 34,587,433 34,587,433 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成26年10月１日～

平成26年12月31日
－ 34,587,433 － 4,013 － 4,721

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成26年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成26年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 532,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 34,025,400 340,254 －

単元未満株式 普通株式 29,933 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 34,587,433 － －

総株主の議決権 － 340,254 －

（注）「完全議決権株式（自己株式等）」は、自己株式530,100株と相互保有株式2,000株であります。

「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。

②【自己株式等】

平成26年12月31日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱デイ・シイ
川崎市川崎区

浅野町1-1
530,100 － 530,100 1.53

旭企業㈱
横浜市西区

北幸2-8-4
1,000 － 1,000 0.00

旭自動車整備㈱
横浜市西区

北幸2-8-4
1,000 － 1,000 0.00

計 － 532,100 － 532,100 1.53

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平

成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,894 2,096

受取手形及び売掛金 8,928 ※２ 9,302

商品及び製品 795 891

仕掛品 0 0

原材料及び貯蔵品 1,189 1,319

その他 590 593

貸倒引当金 △71 △68

流動資産合計 13,326 14,134

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,953 5,938

機械装置及び運搬具（純額） 4,323 4,385

土地 10,240 10,244

リース資産（純額） 535 644

建設仮勘定 324 885

その他（純額） 80 74

有形固定資産合計 21,457 22,171

無形固定資産   

のれん 155 72

その他 1,937 1,869

無形固定資産合計 2,093 1,941

投資その他の資産   

投資有価証券 4,432 4,772

その他 1,032 954

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 5,452 5,716

固定資産合計 29,003 29,829

資産合計 42,329 43,964
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,196 ※２ 5,327

短期借入金 4,244 4,224

未払法人税等 349 277

引当金 123 135

その他 3,099 3,043

流動負債合計 13,012 13,008

固定負債   

長期借入金 4,564 5,224

退職給付に係る負債 1,532 1,557

その他の引当金 311 322

資産除去債務 298 302

その他 2,485 2,557

固定負債合計 9,191 9,964

負債合計 22,203 22,973

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,013 4,013

資本剰余金 5,048 5,048

利益剰余金 11,050 11,673

自己株式 △132 △132

株主資本合計 19,980 20,603

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,267 1,505

土地再評価差額金 △1,319 △1,319

その他の包括利益累計額合計 △51 185

少数株主持分 196 202

純資産合計 20,126 20,991

負債純資産合計 42,329 43,964
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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：百万円）

 
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

売上高 30,069 28,617

売上原価 23,203 22,399

売上総利益 6,866 6,218

販売費及び一般管理費 5,247 4,975

営業利益 1,618 1,243

営業外収益   

受取利息 7 5

受取配当金 78 89

受取賃貸料 76 73

負ののれん償却額 6 －

その他 143 136

営業外収益合計 311 305

営業外費用   

支払利息 77 60

賃貸費用 48 43

持分法による投資損失 11 15

その他 61 38

営業外費用合計 199 157

経常利益 1,731 1,391

特別利益   

固定資産売却益 55 16

投資有価証券売却益 15 3

特別利益合計 70 19

特別損失   

固定資産除売却損 7 71

投資有価証券評価損 2 －

減損損失 126 －

特別損失合計 135 71

税金等調整前四半期純利益 1,666 1,339

法人税、住民税及び事業税 771 526

法人税等調整額 △50 13

法人税等合計 721 540

少数株主損益調整前四半期純利益 945 798

少数株主利益 36 5

四半期純利益 908 792
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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：百万円）

 
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 945 798

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 587 235

持分法適用会社に対する持分相当額 11 2

その他の包括利益合計 598 237

四半期包括利益 1,544 1,035

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,498 1,030

少数株主に係る四半期包括利益 45 5
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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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26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 1,666 1,339

減価償却費 1,424 1,417

のれん償却額 88 82

負ののれん償却額 △6 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3 △1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 25

受取利息及び受取配当金 △86 △95

支払利息 77 60

持分法による投資損益（△は益） 11 15

その他の引当金の増減額（△は減少） 19 25

有形固定資産売却損益（△は益） △53 △5

有形固定資産除却損 4 61

減損損失 126 －

投資有価証券売却損益（△は益） △15 △3

投資有価証券評価損益（△は益） 2 －

為替差損益（△は益） △0 △1

売上債権の増減額（△は増加） △260 △406

たな卸資産の増減額（△は増加） 113 △226

その他の流動資産の増減額（△は増加） 75 △0

未払消費税等の増減額（△は減少） △48 125

仕入債務の増減額（△は減少） △346 127

その他の流動負債の増減額（△は減少） △195 111

預り保証金の増減額（△は減少） △1 △0

その他 86 △50

小計 2,703 2,597

利息及び配当金の受取額 85 95

利息の支払額 △80 △59

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △539 △601

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,169 2,032

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 △1,194 △2,227

有形固定資産の売却による収入 66 7

無形固定資産の取得による支出 △21 △9

投資有価証券の取得による支出 △2 △1

投資有価証券の売却による収入 120 13

短期貸付金の増減額（△は増加） △36 1

長期貸付金の回収による収入 42 41

敷金及び保証金の差入による支出 △4 △2

敷金及び保証金の回収による収入 46 0

その他 △54 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,037 △2,183
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  （単位：百万円）

 
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26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） △800 △500

長期借入れによる収入 5,000 2,200

長期借入金の返済による支出 △5,478 △1,059

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △164 △160

リース債務の返済による支出 △127 △118

その他 △63 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,634 352

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △502 202

現金及び現金同等物の期首残高 2,374 1,884

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,872 ※ 2,086
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　１．保証債務（保証類似行為を含む）

(1）当社グループが下記の生コンクリート協同組合と締結している貸倒金損失負担協定等により計算される保証

債務（保証類似行為を含む）の金額のうち、当社グループが負担すべき金額は以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

神奈川生コンクリート協同組合 595百万円 380百万円

湘南生コンクリート協同組合 187 269

千葉北部生コンクリート協同組合 － 3

計 782 653

 

(2）リース会社に対する債務に対し、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

湘南第一運輸㈱ 13百万円 21百万円

㈱倉持建材 － 15

計 13 36

 

(3）生コンクリート協同組合に対する仕入債務に対し、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

㈱三好商会 194百万円 194百万円

 

※２．四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当第３四半期連結会計期間の末日は金融機関休

業日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当第３四半期連結会計期間末日満期

手形の金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形

支払手形

（うち、設備支払手形）

－百万円

－

(－)

490百万円

344

(56)

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 
前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

現金及び預金勘定 1,882百万円 2,096百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △10 △10

現金及び現金同等物 1,872 2,086
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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）

配当金支払額

 
 （決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 102 3 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金

平成25年11月13日

取締役会
普通株式 68 2 平成25年９月30日 平成25年12月４日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

配当金支払額

 
 （決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月26日

定時株主総会
普通株式 102 3 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金

平成26年11月12日

取締役会
普通株式 68 2 平成26年９月30日 平成26年12月４日 利益剰余金
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（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：百万円）

 報告セグメント

 
セメント関連

事業
資源事業 環境事業 不動産事業

生コンクリート

事業

売上高      

外部顧客への売上高 9,023 6,851 3,665 605 7,451

セグメント間の内部

売上高又は振替高
402 1,308 60 35 △10

計 9,426 8,159 3,726 641 7,440

セグメント利益又は

損失（△）
909 239 420 305 △58

 

    

 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
 住生活事業 計

売上高     

外部顧客への売上高 2,473 30,069 － 30,069

セグメント間の内部

売上高又は振替高
13 1,811 △1,811 －

計 2,487 31,881 △1,811 30,069

セグメント利益又は

損失（△）
△71 1,745 △14 1,731

（注）１．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△２百万円及び持分法投資損失△11百万

円であります。

２．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。

 

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

「不動産事業」セグメントの事業用資産の一部について、回収可能価額の低下により、帳簿価額を回収

可能価額まで減額しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては

126百万円であります。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12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

    （単位：百万円）

 報告セグメント

 
セメント関連

事業
資源事業 環境事業 不動産事業

生コンクリート

事業

売上高      

外部顧客への売上高 8,397 6,990 3,398 694 6,630

セグメント間の内部

売上高又は振替高
341 1,285 36 36 △0

計 8,739 8,276 3,435 731 6,629

セグメント利益又は

損失（△）
487 257 448 323 △159

 

    

 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
 住生活事業 計

売上高     

外部顧客への売上高 2,505 28,617 － 28,617

セグメント間の内部

売上高又は振替高
25 1,726 △1,726 －

計 2,531 30,343 △1,726 28,617

セグメント利益又は

損失（△）
47 1,404 △13 1,391

（注）１．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１百万円及び持分法投資損失△15百万円

であります。

２．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。

 

 

EDINET提出書類

株式会社デイ・シイ(E01128)

四半期報告書

19/23



（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額（円） 26.69 23.28

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 908 792

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 908 792

普通株式の期中平均株式数（千株） 34,051 34,057

　 （注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

平成26年11月12日開催の取締役会において、平成26年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に

対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し、配当を実施しております。

（イ）中間配当による配当金の総額‥‥‥‥‥‥‥68百万円

（ロ）１株当たりの金額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日‥‥‥平成26年12月４日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年２月12日

株式会社デイ・シイ

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　一宏　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 垂井　 健 　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社デイ・

シイの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平

成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社デイ・シイ及び連結子会社の平成26年12月31日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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