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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 16,994 ― 563 ― 643 ― 282 ―

20年3月期第1四半期 14,303 △8.1 730 25.4 795 20.4 623 59.8

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

21年3月期第1四半期 10.84 ―

20年3月期第1四半期 23.89 ―

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

21年3月期第1四半期 48,433 13,954 28.4 527.78
20年3月期 44,832 13,880 30.6 525.36

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  13,765百万円 20年3月期  13,703百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 12.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 36,000 9.0 1,300 △29.2 1,450 △28.0 750 △62.0 28.75
通期 70,000 14.5 3,000 50.3 3,300 38.4 1,700 △6.2 65.18

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想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ます。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結果とな
る可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の２ページを参照してください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 26,151,292株 20年3月期 26,151,292株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 68,501株 20年3月期 68,427株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 26,082,791株 20年3月期第1四半期 26,088,759株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループの主力製品でありますコンクリートパイルの完工量については、昨年度の建築基準法改正に伴う駆け

込み需要の反動もあり業界全体では減少する中、昨年同期比わずかながら増加しました。また、その他の部門、特に

場所打ち杭部門が基礎工業㈱のグループ参入等もあって大きく伸び、全体の売上高を押し上げました。場所打ち杭部

門の伸張は、当社の「建物基礎としての最適な基礎形態を優れた設計でご提案し、高品質な当社製造杭を使用し、強

力な建設部隊で基礎を築造する」というビジネスモデルの市場への浸透により、これまで比較的に劣勢である場所打

ち杭部門が相応の規模に成長してきたことによるものであります。また総合基礎建設業としての評価が次第に確立し

つつあることから、当期も建物基礎の総合的な検討を期待した引き合いが引き続き高水準で推移しました。 

 この結果、売上高は169億94百万円（前第１四半期比18.8％増）となりました。一方、利益面では、新工法開発費

用の増大や原材料価格高騰の販売価格転嫁の遅れもあり、営業利益は５億63百万円（同22.9％減）、経常利益は６億

43百万円（同19.1％減）となり、四半期純利益は、税金費用の負担が通常ベースに戻ったことと相俟って２億82百万

円（同54.6％減）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における総資産は前連結会計年度に比べ36億増加し484億33百万円となりました。主な要因は前連

結会計年度第３四半期から第４四半期にかけて落ち込んだ売上高が回復基調にあり、売掛債権が29億24百万円増加、

未成工事支出金が４億22百万円増加したことによるものであります。 

 負債合計は前連結会計年度に比べ35億27百万円増加し344億79百万円となりました。主な要因は、仕入債務が24億

64百万円増加したこと、リース会計基準を適用したことにより計上したリース債務を含む有利子負債が６億64百万円

増加したことによるものであります。 

 純資産は、当四半期純利益計上による増加２億82百万円、有価証券評価差額金の増加93百万円、配当金の支払いに

よる減少３億12百万円等の結果、前連結会計年度に比べ73百万円増加し139億54百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月14日の決算発表時に公表しました業績予想に変更はあ

りません。 

４．その他 

（１）期中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） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。な

お、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、未成工事支出金については個別法による原価法、

製品及び原材料については移動平均法による原価法、貯蔵品については主として最終仕入原価法による原価法

によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、未成工事支出金については個別法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、製品及び原材料については移動平均法によ

る原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、貯蔵品については主として

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算

定しております。この変更による損益に与える影響はありません。 
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３．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理よって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,179 3,462

受取手形及び売掛金 21,633 18,708

未成工事支出金 4,116 3,694

製品 3,562 3,177

原材料 544 457

貯蔵品 180 178

その他 760 1,087

貸倒引当金 △294 △281

流動資産合計 33,683 30,486

固定資産   

有形固定資産 11,191 10,887

無形固定資産   

のれん 271 278

その他 360 353

無形固定資産合計 631 632

投資その他の資産 2,925 2,824

固定資産合計 14,747 14,344

繰延資産 1 1

資産合計 48,433 44,832

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,741 10,566

ファクタリング未払金 9,462 8,173

短期借入金 1,615 1,220

1年内返済予定の長期借入金 1,385 1,350

1年内償還予定の社債 660 660

未払法人税等 377 54

賞与引当金 221 395

その他 2,039 1,703

流動負債合計 27,503 24,123

固定負債   

社債 380 380

長期借入金 2,207 2,237

退職給付引当金 122 105

役員退職慰労引当金 84 77

負ののれん 2,021 2,094

その他 2,161 1,932

固定負債合計 6,975 6,828

負債合計 34,479 30,951
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,815 2,815

資本剰余金 4,348 4,348

利益剰余金 6,820 6,850

自己株式 △50 △50

株主資本合計 13,934 13,964

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △168 △261

評価・換算差額等合計 △168 △261

少数株主持分 188 177

純資産合計 13,954 13,880

負債純資産合計 48,433 44,832
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 16,994

売上原価 14,472

売上総利益 2,521

販売費及び一般管理費 1,958

営業利益 563

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 15

負ののれん償却額 73

その他 24

営業外収益合計 117

営業外費用  

支払利息 29

その他 7

営業外費用合計 36

経常利益 643

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 6

特別損失合計 6

税金等調整前四半期純利益 637

法人税等 344

少数株主利益 10

四半期純利益 282
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 基礎工事関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（５）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。 
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「参考資料」 

前第一四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 14,303 

Ⅱ 売上原価 11,687 

売上総利益 2,615 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,884 

営業利益 730 

Ⅳ 営業外収益 113 

Ⅴ 営業外費用 49 

経常利益 795 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 119 

税金等調整前四半期純利益 675 

税金費用 42 

少数株主利益 10 

四半期純利益 623 

ジャパンパイル株式会社(5288)平成21年３月期　第１四半期決算短信

8




