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  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

25年４月期第２四半期  3,622  △13.4  300  △9.7  311  △8.8  188  △28.7

24年４月期第２四半期  4,184  25.5  333  433.1  341  418.0  264  912.6

  
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 

25年４月期第２四半期  24.92  －

24年４月期第２四半期  34.93  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

25年４月期第２四半期  7,502  5,080  67.7  671.43

24年４月期  7,235  4,975  68.8  657.62

（参考）自己資本 25年４月期第２四半期 5,080百万円   24年４月期 4,975百万円 

  
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 

24年４月期  － 5.00 － 7.00  12.00

25年４月期  － 6.00       

25年４月期（予想）     － 6.00  12.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年4月期の業績予想（平成24年4月21日～平成25年4月20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  7,800  0.8  600  3.4  600  3.3  400  0.7  52.87

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                  ： 無

③  会計上の見積りの変更                    ： 有

④  修正再表示                              ： 無

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別するこ

とが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料２ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事

項」会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年４月期２Ｑ 7,618,000株 24年４月期 7,618,000株

②  期末自己株式数 25年４月期２Ｑ 52,040株 24年４月期 52,040株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年４月期２Ｑ 7,565,960株 24年４月期２Ｑ 7,565,960株

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はありますが、この四半期決算短信

の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は実施済みです。

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情

報」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、欧州を中心とした世界経済の停滞、日中関係の悪化など、外需に対

する懸念が強く、国内企業の生産、設備投資や個人消費などの内需の動きも力強さに欠ける状況にあります。 

 当社に関連の深い住宅・建築業界におきましては、住宅ローン金利の低下などを背景に、緩やかな持ち直しの動きが

継続しておりますが、消費マインドの改善が見込まれない中、先行きの不透明感が高まっております。 

 こうした状況の中、当社では、厚生労働省認定の『社内検定ビケ足場施工』による品質向上を図り、住宅足場の手 

すり先行工法『ビケ足場ＢＸ工法®』のさらなる普及に努めることにより、安全・安心・感動の施工サービスの提供に 

取り組んでまいりました。 

 これにより、施工サービス事業においては、付加価値提案による施工単価改善への取組みが奏功し、利益増加につな

がりました。一方、製商品販売事業においては、前事業年度の復旧需要の反動により、販売が減少いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は3,622百万円（前年同期比13.4％減）となり、製商品販売事業の販売

減少が影響し、営業利益300百万円（同9.7％減）、経常利益311百万円（同8.8％減）、四半期純利益は188百万円（同

28.7％減）となりました。 

   

 セグメントの業績は、次の通りであります。 

①施工サービス事業 

 施工サービス事業につきましては、売上高は2,651百万円（前年同期比3.0％増）、売上総利益は649百万円（同

54.7％増）となりました。 

②製商品販売事業 

 製商品販売事業につきましては、売上高は911百万円（前年同期比41.3％減）、売上総利益は354百万円（同37.8％

減）となりました。  

③その他 

 その他につきましては、業務受託料および保険代理店収入等で構成されており、売上高は59百万円（前年同期比

3.0％増）、売上総利益は42百万円（同20.4％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加246百万円等により前事業年度末に比べ267百万円増加の

7,502百万円となりました。 

 有利子負債は社債の償還等により前事業年度比54百万円減少の791百万円となりました。 

 純資産は、前事業年度末に比べ104百万円増加の5,080百万円となり、自己資本比率は67.7％となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成25年４月期の業績予想に関する事項につきましては平成24年６月１日に公表いたしました数値から変更はありま

せん。なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月21日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第２四半期累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。 

   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年４月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年10月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,857,282 2,103,364

受取手形及び売掛金 1,635,712 1,645,823

たな卸資産 598,386 567,197

その他 653,768 745,875

貸倒引当金 △18,018 △17,186

流動資産合計 4,727,131 5,045,075

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,450,583 1,449,594

その他（純額） 320,523 347,445

有形固定資産合計 1,771,107 1,797,039

無形固定資産 167,394 146,379

投資その他の資産   

その他 605,812 547,169

貸倒引当金 △36,351 △33,389

投資その他の資産合計 569,461 513,779

固定資産合計 2,507,962 2,457,198

資産合計 7,235,093 7,502,274

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 573,064 842,791

1年内償還予定の社債 260,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 16,300 33,200

未払法人税等 187,328 140,842

賞与引当金 121,823 113,914

その他 351,026 369,126

流動負債合計 1,509,542 1,759,874

固定負債   

社債 570,000 440,000

長期借入金 － 58,500

役員退職慰労引当金 88,100 85,500

資産除去債務 51,088 53,856

その他 40,806 24,527

固定負債合計 749,994 662,383

負債合計 2,259,537 2,422,258

　　　　 株式会社ダイサン（4750） 
平成25年４月期 第2四半期決算短信

3



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年４月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年10月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 566,760 566,760

資本剰余金 649,860 649,860

利益剰余金 3,708,492 3,844,083

自己株式 △14,962 △14,962

株主資本合計 4,910,149 5,045,740

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 65,406 34,275

評価・換算差額等合計 65,406 34,275

純資産合計 4,975,556 5,080,015

負債純資産合計 7,235,093 7,502,274
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月21日 
 至 平成23年10月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月21日 
 至 平成24年10月20日) 

売上高 4,184,156 3,622,331

売上原価 3,158,963 2,576,301

売上総利益 1,025,193 1,046,029

販売費及び一般管理費 692,056 745,076

営業利益 333,137 300,953

営業外収益   

受取利息 1,255 251

受取配当金 7,640 8,213

受取賃貸料 3,576 2,592

その他 7,970 9,164

営業外収益合計 20,442 20,221

営業外費用   

支払利息 3,880 3,706

社債発行費 3,517 －

支払保証料 2,109 2,364

その他 2,694 3,625

営業外費用合計 12,201 9,697

経常利益 341,378 311,477

特別利益   

固定資産売却益 － 18,830

特別利益合計 － 18,830

特別損失   

固定資産除売却損 1,653 4,820

特別損失合計 1,653 4,820

税引前四半期純利益 339,725 325,487

法人税、住民税及び事業税 75,653 132,530

法人税等調整額 △235 4,404

法人税等合計 75,418 136,934

四半期純利益 264,307 188,552
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月21日 
 至 平成23年10月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月21日 
 至 平成24年10月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 339,725 325,487

減価償却費 42,981 41,949

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,321 △3,793

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,085 △7,908

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,000 △2,600

社債発行費 3,517 －

受取利息及び受取配当金 △8,895 △8,465

支払利息 3,880 3,706

固定資産除売却損益（△は益） 1,653 △14,010

売上債権の増減額（△は増加） △701,257 11,613

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,826 31,188

仕入債務の増減額（△は減少） 157,602 269,450

その他 70,013 △98,359

小計 △51,198 548,260

利息及び配当金の受取額 8,895 8,465

利息の支払額 △4,555 △4,239

法人税等の支払額 △21,427 △177,849

営業活動によるキャッシュ・フロー △68,285 374,636

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 △22,405 △26,768

無形固定資産の取得による支出 △47,396 △285

貸付けによる支出 △7,110 △4,160

貸付金の回収による収入 7,682 4,884

その他 △12,926 5,258

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,155 △21,070

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △84,400 △24,600

社債の発行による収入 196,482 －

社債の償還による支出 △90,000 △130,000

配当金の支払額 △37,739 △52,883

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,657 △107,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △166,098 246,082

現金及び現金同等物の期首残高 1,460,399 1,857,282

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,294,301 2,103,364
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。   

   

   （セグメント情報等） 

Ⅰ 前第２四半期累計期間（自平成23年４月21日 至平成23年10月20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） 

（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、業務受託料および 

     保険代理店収入等であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益であります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 

内容（差異調整に関する事項）  

 該当事項はありません。  

  

３．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２四半期累計期間（自平成24年４月21日 至平成24年10月20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） 

（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、業務受託料および 

     保険代理店収入等であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益であります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 

内容（差異調整に関する事項）  

 該当事項はありません。  

  

３．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）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  

報告セグメント 

その他 合計 
施工 

サービス事業
製商品 
販売事業 

計 

売上高 

外部顧客への売上高 

セグメント間の内部売上高

又は振替高  

 

  

2,574,278

－

 1,551,791

－

 4,126,070

－

 
 
 
 

58,086

－

 4,184,156

－

計  2,574,278  1,551,791  4,126,070  58,086 4,184,156

セグメント利益   419,479  570,820  990,299  34,893  1,025,193

  

報告セグメント 

その他 合計 
施工 

サービス事業
製商品 
販売事業 

計 

売上高 

外部顧客への売上高 

セグメント間の内部売上高

又は振替高  

 

  

2,651,145

－

 911,365

－

 3,562,511

－

 
 
 
 

59,819

－

 3,622,331

－

計  2,651,145  911,365  3,562,511  59,819 3,622,331

セグメント利益   649,029  354,976  1,004,006  42,023  1,046,029
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