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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安や株価の上昇を背景として企業業績の改善が見られ、個

人消費も底堅く推移いたしました。一方、新興国の景気減速懸念により先行き不透明さが拭えない状況も続きまし

た。

当社グループの主体である建設業界におきましても、公共工事の増加、民間企業の設備投資も回復し始め、増加

傾向になってきました。

一方、海外事業を展開している中国経済は、自動車販売が過去 高の台数を見込み活況です。当社が生コン製造

販売事業を展開している山東省も都市部はマンション建設が盛んで地方から住民が移動して都市化が進んでいま

す。石炭の煤煙、自動車の排気ガス等で大気汚染が進んでいますが直接の影響はありません。

このような経済環境のなかにあって、当社グループは、一層営業活動を強化し、収益拡大に努めてまいりまし

た。

この結果、当第２四半期連結累計期間の実績につきましては、売上高28,768百万円（前年同四半期比22.7％

増）、営業利益577百万円（前年同四半期比48.3％増）、経常利益620百万円（前年同四半期比59.8％増）、四半期

純利益399百万円（前年同四半期比127.7％増）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 建設関連事業

国内の建設関連事業では、引き続き大型補正予算の執行が進む中、提案営業の強化により、建設資材関連の販売

が順調に推移し増収増益となりました。中国市場においては、生コン販売が増加し増収増益となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は6,448百万円（前年同四半期比15.8％増）、営業利益は300百万

円（前年同四半期比69.6％増）となりました。

② 電設資材事業

電設資材部門は、特に太陽光発電設備やＬＥＤ照明等創エネ・省エネ関連商材の販売が引き続き好調で増収増益

となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は14,591百万円（前年同四半期比30.4％増）、営業利益は218百

万円（前年同四半期比37.7％増）となりました。

③ カーライフ関連事業

石油部門では、原油価格が高値で推移したことと、燃料油、油外の商品販売促進とコスト削減を徹底すること

で、増収増益となりました。オート部門では、車検、整備入庫と車両販売の営業を強化し、経費削減に取り組み増

収増益となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は4,777百万円（前年同四半期比13.1％増）、営業利益は72百万

円（前年同四半期比32.4％増）となりました。

④ 住宅・生活関連事業

主な事業として、不動産部門では、分譲・建売物件の売買が増加し増収増益となりました。農産物部門では、き

のこ培地の販売が順調に推移したものの、円安による主要原材料の高騰が続き原価高となり増収減益となりまし

た。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,950百万円（前年同四半期比19.8％増）、営業利益は47百万

円（前年同四半期比14.4％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は18,179百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,343百万円増

加いたしました。これは主に現金及び預金が951百万円、受取手形及び売掛金が2,114百万円、たな卸資産が282百

万円増加したことによるものであります。固定資産は13,718百万円となり、前連結会計年度末に比べ548百万円増

加いたしました。これは主に有形固定資産が214百万円、投資有価証券が293百万円増加したことによるものであり

ます。

この結果、総資産は、31,898百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,892百万円増加いたしました。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は17,197百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,956百万円増

加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が1,357百万円、短期借入金が1,213百万円増加したことによるも

のであります。固定負債は、7,321百万円となり、前連結会計年度末に比べ463百万円増加いたしました。これは主

に長期借入金が392百万円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は、24,519百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,419百万円増加いたしました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は7,379百万円となり、前連結会計年度末に比べ472百万円増加

いたしました。これは主に四半期純利益399百万円及び為替換算調整勘定が72百万円増加したことによるものであ

ります。

この結果、自己資本比率は21.4％（前連結会計年度末は22.8％）となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における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

べて951百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には1,944百万円となりました。

当第２四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）

当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は129百万円（前年同四半期は92百万円の使

用）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益697百万円及び仕入債務の増加額1,327百万円に対し、売

上債権の増加額2,034百万円及びたな卸資産の増加額280百万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）

当第２四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は462百万円（前年同四半期は290百万円の使

用）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235百万円及び投資有価証券の取得による支出300百

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）

当第２四半期連結累計期間において、財務活動の結果獲得した資金は1,541百万円（前年同四半期は740百万円の

獲得）となりました。これは主に短期借入金の純増額1,035百万円、長期借入れによる収入1,400百万円、長期借入

金の返済による支出830百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期累計期間の業績を勘案し、平成25年８月12日に公表いたしました平成26年６月期第２四半期の連結

業績予想の修正をいたしました。なお、当該修正に関する開示は、本日（平成26年２月12日）公表の「業績予想値

と実績値との差異に関するお知らせ」をご覧ください。

（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。

２．サマリー情報（注記事項）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25年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,434 2,386

受取手形及び売掛金 10,675 12,789

商品及び製品 1,493 1,676

仕掛品 312 365

原材料及び貯蔵品 196 241

繰延税金資産 217 151

その他 596 722

貸倒引当金 △90 △154

流動資産合計 14,835 18,179

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,998 8,094

減価償却累計額 △5,244 △5,340

建物及び構築物（純額） 2,753 2,754

機械装置及び運搬具 5,127 5,311

減価償却累計額 △3,842 △3,974

機械装置及び運搬具（純額） 1,284 1,337

土地 6,252 6,252

リース資産 354 324

減価償却累計額 △236 △134

リース資産（純額） 118 189

建設仮勘定 743 816

その他 1,629 1,671

減価償却累計額 △1,381 △1,407

その他（純額） 247 263

有形固定資産合計 11,399 11,613

無形固定資産 281 287

投資その他の資産

投資有価証券 355 649

繰延税金資産 50 64

その他 1,720 1,787

貸倒引当金 △637 △683

投資その他の資産合計 1,489 1,818

固定資産合計 13,169 13,718

資産合計 28,005 31,898
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(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 5,647 7,004

短期借入金 6,931 8,144

1年内償還予定の社債 50 50

リース債務 60 61

未払法人税等 120 207

賞与引当金 287 151

その他 1,144 1,577

流動負債合計 14,241 17,197

固定負債

長期借入金 4,639 5,031

リース債務 73 147

再評価に係る繰延税金負債 452 452

退職給付引当金 1,198 1,221

役員退職慰労引当金 201 153

環境対策引当金 150 143

資産除去債務 60 60

その他 83 110

固定負債合計 6,858 7,321

負債合計 21,099 24,519

純資産の部

株主資本

資本金 1,264 1,264

利益剰余金 4,870 5,244

自己株式 △45 △45

株主資本合計 6,089 6,462

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 70 61

土地再評価差額金 50 50

為替換算調整勘定 174 247

その他の包括利益累計額合計 295 359

少数株主持分 521 556

純資産合計 6,906 7,379

負債純資産合計 28,005 31,898
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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７月１日
至 平成24年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 23,440 28,768

売上原価 20,276 25,087

売上総利益 3,163 3,680

販売費及び一般管理費 2,774 3,103

営業利益 389 577

営業外収益

受取利息 5 5

持分法による投資利益 8 15

為替差益 16 19

仕入割引 59 75

不動産賃貸料 29 28

その他 33 39

営業外収益合計 153 183

営業外費用

支払利息 112 109

その他 41 31

営業外費用合計 154 140

経常利益 388 620

特別利益

固定資産売却益 2 11

投資有価証券売却益 － 61

投資有価証券評価損戻入益 9 5

その他 － 3

特別利益合計 11 81

特別損失

固定資産売却損 2 －

固定資産除却損 2 1

固定資産圧縮損 0 －

環境対策引当金繰入額 － 3

特別損失合計 5 5

税金等調整前四半期純利益 394 697

法人税、住民税及び事業税 85 229

法人税等調整額 117 51

法人税等合計 203 281

少数株主損益調整前四半期純利益 190 415

少数株主利益 15 16

四半期純利益 175 399
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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７月１日
至 平成24年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年７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 190 415

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11 △8

為替換算調整勘定 △79 80

持分法適用会社に対する持分相当額 △22 15

その他の包括利益合計 △90 87

四半期包括利益 100 502

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 110 462

少数株主に係る四半期包括利益 △10 40
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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７月１日
至 平成24年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年７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 394 697

減価償却費 284 293

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 94

賞与引当金の増減額（△は減少） △148 △136

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 △47

受取利息及び受取配当金 △7 △9

支払利息 112 109

為替差損益（△は益） △16 △19

投資有価証券売却損益（△は益） － △61

売上債権の増減額（△は増加） △1,232 △2,034

たな卸資産の増減額（△は増加） △188 △280

未収入金の増減額（△は増加） △131 △116

仕入債務の増減額（△は減少） 1,112 1,327

未払金の増減額（△は減少） △13 186

前受金の増減額（△は減少） 14 70

その他 △45 17

小計 153 112

利息及び配当金の受取額 5 7

利息の支払額 △116 △111

法人税等の支払額 △135 △138

営業活動によるキャッシュ・フロー △92 △129

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 △284 △235

有形固定資産の売却による収入 9 13

無形固定資産の取得による支出 △6 △10

投資有価証券の取得による支出 △0 △300

投資有価証券の売却による収入 － 68

貸付けによる支出 △12 △4

貸付金の回収による収入 3 6

定期預金の預入による支出 △7 △7

定期預金の払戻による収入 7 7

その他 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △290 △462

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） 329 1,035

長期借入れによる収入 1,290 1,400

長期借入金の返済による支出 △793 △830

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △46 △32

自己株式の取得による支出 △13 △0

配当金の支払額 △25 △27

少数株主への配当金の支払額 － △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 740 1,541

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 354 951

現金及び現金同等物の期首残高 1,439 993

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,794 1,944
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年７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

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であり、報告

セグメントに帰属しない本社の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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年７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

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であり、報告

セグメントに帰属しない本社の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。

（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

建設関連 電設資材
カーライフ

関連
住宅・生活

関連
計

売上高

外部顧客への売上高 5,567 11,186 4,223 2,462 23,440 － 23,440

セグメント間の内部
売上高又は振替高

78 15 159 37 290 △290 －

計 5,645 11,201 4,383 2,499 23,730 △290 23,440

セグメント利益 177 158 54 55 446 △57 389

△57

（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

建設関連 電設資材
カーライフ

関連
住宅・生活

関連
計

売上高

外部顧客への売上高 6,448 14,591 4,777 2,950 28,768 － 28,768

セグメント間の内部
売上高又は振替高

71 7 172 80 332 △332 －

計 6,520 14,598 4,950 3,031 29,100 △332 28,768

セグメント利益 300 218 72 47 639 △61 577

△61
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