
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ジオスター株式会社 上場取引所 東 

コード番号 5282 URL http://www.geostr.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 篠原 喜代司

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理チームリーダー （氏名） 井上 幸則 TEL 03-5844-1201

四半期報告書提出予定日 平成20年8月8日

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 2,969 ― △268 ― △253 ― △158 ―

20年3月期第1四半期 3,157 46.8 △233 ― △223 ― △171 ―

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 △8.94 ―

20年3月期第1四半期 △9.70 ―

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 18,145 10,653 58.7 602.22
20年3月期 19,261 10,726 55.7 606.30

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,653百万円 20年3月期  10,726百万円

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  

（注）平成21年3月期の配当については、現在のところ具体的な金額は未定であります。  

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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 6,400 △16.9 △370 ― △370 ― △310 ― △17.52

通期 18,400 △3.6 140 △70.5 100 △79.6 100 △73.1 5.65

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  

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他（２）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） 

［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他（３）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．平成20年5月15日発表の連結業績予想を修正しておりません。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、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場合があります。 
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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  17,930,000株 20年3月期  17,930,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  238,984株 20年3月期  238,884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  17,691,066株 20年3月期第1四半期  17,688,853株



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 

  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原材料価格高騰に伴うコストアップを主因とした企業収益の

悪化、企業収益の悪化に伴う設備投資の減少、物価上昇に伴う個人消費の低迷等の影響により、景気は減速傾向が強

まりました。 

 当社グループの属する建設業界につきましては、土木事業分野では、市場面において公共工事の継続的縮減とゼネ

コンの低価格入札により、競争激化と受注価格低下に見舞われると共に、コスト面においては、主材料の鉄筋価格の

急騰とセメント・重油価格などの調達コストアップがあり、極めて厳しい状況が続いております。また、建築事業分

野においても、生活必需品の価格高騰や株式市場低迷による金融資産の目減りなどを背景に、住宅購買意欲が減退

し、新設住宅着工戸数の対前年割れが続いており、厳しい事業環境が続いております。 

  このような状況下、当社グループは、業界トップ水準の技術力・収益力・財務体質を堅持・向上していくため、

グループをあげて構造改革―市場開拓による拡販と徹底したコスト削減―に取り組んでまいりましたが、建築事業分

野の減収が響き、当第１四半期連結会計期間の売上高は、29億69百万円（前年同期比6.0%減）となりました。 

  収益面においては、グループをあげて、外注加工費・資材購入費の低減、人件費・旅費等諸経費など固定費の徹

底削減などの対策を強力に推し進めたものの、減収と調達コストアップが影響し、営業損失は２億68百万円（前年同

期は２億33百万円の損失）、経常損失は２億53百万円（前年同期は２億23百万円の損失）、四半期純損失は１億58百

万円（前年同期は１億71百万円の損失）となりました。 

事業の種類別セグメント業績は次のとおりであります。 

土木事業 

 土木事業全体の売上高は21億53百万円、営業損失は１億99百万円となりました。売上高の状況は以下のとおりで

す。 

 主力のセグメント部門の売上高は、10億12百万円となりました。共同溝向けプロジェクトが減少したものの、道路

向けプロジェクトが増加したことにより、前年同期に比べ、増収となりました。 

 プレス土木部門の売上高は、１億56百万円となりました。中部地方、九州地方のコンクリート矢板が増加したこと

により、前年同期に比べ、増収となりました。  

 ＲＣ土木部門の売上高は、８億28百万円となりました。従来から在来工法のプレキャスト化を推し進めております

が、「モジュラーチ」、「共同溝」等が増加したものの、「ビッグボックス」が減少したことにより、前年同期に比

べ、減収となりました。 

建築事業 

 建築事業の主力部門で戸建鉄筋コンクリート住宅を担当するレスコハウス株式会社は、「収益力強化」を最大課題

としてＣＳ（顧客満足）活動の推進による受注拡大とコスト削減に取り組んでおります。当第１四半期連結会計期間

の建築事業全体の売上高は８億16百万円、営業損失は69百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は181億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億16百万円減少しま

した。流動資産につきましては110億14百万円となり、12億34百万円減少しました。これは、たな卸資産が増加

（前連結会計年度増減額 ７億33百万円）したものの、受取手形及び売掛金（同 △17億３百万円）・現金及び預金

（同 △３億55百万円）が減少したことが主な要因であります。固定資産につきましては、71億31百万円となり、

１億18百万円増加しました。これは、有形固定資産が減少（同 △78百万円）したものの、投資有価証券が増加

（同 ２億34百万円）したことが主な要因であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は74億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億44百万円減少しまし

た。流動負債につきましては65億26百万円となり、11億12百万円減少しました。これは、短期借入金（同 △６億5

0百万円）・支払手形及び買掛金（同 △１億76百万円）・賞与引当金（同 △１億25百万円）が減少したことが主

な要因であります。固定負債につきましては、９億65百万円となり、68百万円増加しました。これは、繰延税金負

債が増加（同 64百万円）したことが主な要因であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は106億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ72百万円減少しまし

た。これは、その他有価証券評価差額金が増加（同 １億39百万円）したものの、四半期純損失の計上（△１億58

百万円）、配当金の支払い（同 △53百万円）により利益剰余金が減少（同 △２億11百万円）したことが主な要因

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

３億55百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には７億29百万円となりました。 

 当第１四半期連結会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通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、４億23百万円の収入となりました。税金等調整前四半期純損失は２億53

百万円でありましたが、売上債権の減少額（17億３百万円）が、たな卸資産の増加額（△７億33百万円）と仕入債

務の減少額（△１億76百万円）を大きく上回ったことが主因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出（△61百

万円）が主なものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、７億12百万円の支出となりました。長短借入金の返済による支出（△６

億56百万円）、配当金の支払額（△53百万円）が主なものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、市場環境の不透明さがあるものの、現時点において平成20年５月15

日に公表致しました業績予想の変更はございません。 

 今後、変化がある場合には適切に開示してまいります。 

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 簡便な会計処理 

1) 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決

算において算定した貸倒実績率を使用として一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

2) 棚卸資産の評価方法 

  棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法

により算定しております。  

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行っております。 

3) 固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価

償却費の額を期間按分して算定しております。 

4) 繰延税金資産の回収可能性の判断 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況について著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算に

おいて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 

税金費用については、主として当第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、主として移動平均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、主として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）により算定しております。 

これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ27,553千円増加しておりま

す。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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によ

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（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

（４）追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 平成20年度の法人税法改正に伴い、機械装置については、改正後の法定耐用年数を適用し、当第１四半期連結

会計期間より耐用年数の短縮を行っております。 

これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ4,010千円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 729,833 1,084,977

受取手形及び売掛金 5,494,488 7,197,693

商品 257 519

製品 2,463,039 2,180,572

原材料 749,957 490,226

仕掛品 589,232 499,778

貯蔵品 588,291 486,381

その他 420,457 335,458

貸倒引当金 △21,364 △26,692

流動資産合計 11,014,192 12,248,915

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,446,160 1,477,579

機械装置及び運搬具（純額） 764,354 805,957

土地 2,752,434 2,752,434

その他（純額） 265,825 271,100

有形固定資産合計 5,228,774 5,307,072

無形固定資産 95,991 102,801

投資その他の資産   

投資有価証券 1,621,292 1,386,914

その他 307,594 337,813

貸倒引当金 △122,261 △121,705

投資その他の資産合計 1,806,626 1,603,022

固定資産合計 7,131,393 7,012,895

資産合計 18,145,585 19,261,811



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,519,602 3,696,015

短期借入金 1,175,000 1,825,000

未払費用 1,040,075 1,049,168

未払法人税等 4,388 28,290

賞与引当金 77,728 203,006

完成工事補償引当金 28,298 28,805

工事損失引当金 8,918 －

その他 672,018 808,524

流動負債合計 6,526,031 7,638,810

固定負債   

長期借入金 706,250 712,500

退職給付引当金 28,287 15,169

役員退職慰労引当金 66,844 77,784

その他 164,291 91,451

固定負債合計 965,673 896,906

負債合計 7,491,705 8,535,716

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,352,250 3,352,250

資本剰余金 2,868,896 2,868,896

利益剰余金 3,996,575 4,207,784

自己株式 △116,051 △116,036

株主資本合計 10,101,671 10,312,894

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 552,492 413,482

繰延ヘッジ損益 △282 △282

評価・換算差額等合計 552,209 413,200

純資産合計 10,653,880 10,726,095

負債純資産合計 18,145,585 19,261,811



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 2,969,458

売上原価 2,533,398

売上総利益 436,059

販売費及び一般管理費 704,183

営業損失（△） △268,123

営業外収益  

受取配当金 11,662

貸倒引当金戻入額 7,536

その他 5,720

営業外収益合計 24,919

営業外費用  

支払利息 9,868

その他 212

営業外費用合計 10,080

経常損失（△） △253,285

税金等調整前四半期純損失（△） △253,285

法人税等 △95,149

四半期純損失（△） △158,135



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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損失（△） △253,285

減価償却費 127,665

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,772

受取利息及び受取配当金 △11,870

支払利息 9,868

売上債権の増減額（△は増加） 1,703,204

たな卸資産の増減額（△は増加） △733,298

仕入債務の増減額（△は減少） △176,412

その他 △221,432

小計 439,666

利息及び配当金の受取額 11,870

利息の支払額 △6,897

法人税等の支払額 △21,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 423,287

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 △61,645

有形固定資産の売却による収入 3,635

その他 △8,273

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,283

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） △650,000

長期借入金の返済による支出 △6,250

配当金の支払額 △53,273

その他 △2,625

財務活動によるキャッシュ・フロー △712,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △355,144

現金及び現金同等物の期首残高 1,084,977

現金及び現金同等物の四半期末残高 729,833



 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。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、製品の用途によって区分しております。 

２．各事業の主な製品 

(1）土木事業…セグメント、プレス土木及びＲＣ土木製品の製造・販売、並びに、これ等に係る土木工事 

(2）建築事業…コンクリート系プレハブ住宅の設計・施工・販売・補修、コンクリート部材の製造・販売 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．(3)②に記載のとおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて、営業損失が、土木事業で27,553千円増加しております。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 平成20年度の法人税法改正に伴い、機械装置については、改正後の法定耐用年数を適用し、当第１四半期

連結会計期間より耐用年数の短縮を行っております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較し

て、当第１四半期連結累計期間の営業損失は、土木事業が3,666千円、建築事業が344千円それぞれ増加して

おります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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 

 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） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当する事項はありません。 

  
土木事業 
（千円） 

建築事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 2,153,444 816,013 2,969,458 － 2,969,458 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
184 － 184 (184) － 

計 2,153,629 816,013 2,969,642 (184) 2,969,458 

営業損失（△） △199,058 △69,065 △268,123 － △268,123 



「参考資料」 

前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 3,157 

Ⅱ 売上原価 2,581 

売上総利益 576 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 809 

営業損失（△） △233 

Ⅳ 営業外収益 28 

Ⅴ 営業外費用 18 

経常損失（△） △223 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 － 

税金等調整前四半期純損失
（△） 

△223 

税金費用 △51 

四半期純損失（△） △171 
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