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(百万円未満切捨て)
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）

　(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 1,525 ― 11 ― 34 ― 17 ―

20年3月期 第1四半期 1,561 14.7 △82 ― △83 ― △87 ―

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 55 ―

20年3月期 第1四半期 △2 74 ―

　(2) 連結財政状態

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 12,716 5,564 43.8 178 84

20年3月期 12,377 5,550 44.8 178 38
(参考) 自己資本 　21年3月期 第1四半期 5,564百万円         20年3月期 5,550百万円

2. 配当の状況

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 ― 0 00 ― 0 00 0 00

21年 3月期 ―
0 00

21年 3月期(予想) 0 00 ― 0 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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)

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 3,500 ― 100 ― 50 ― 50 ― 1 61

通期 8,500 4.1 300 124.3 250 78.1 150 1.6 4 84
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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) ： 有

　 [除外1社 (社名 ハイドロタイル・アジア株式会社)]

　 [(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 有

　 [(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）
　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 32,163,855株 20年3月期 32,163,855株

　② 期末自己株式数

21年3月期 第1四半期 1,178,037株 20年3月期 1,176,751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 30,986,798株 20年3月期 第1四半期 32,067,744株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　 本資料に記載されている業績予想は、当社が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。
　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。
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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
当第１四半期連結会計期間は、景気も足踏み状態から弱含みへと後退の様相でありました。当社グループ

につきましても、エネルギー・原材料価格高によるコストアップから、極めて厳しい状況でありましたが、
これまで続けてまいりました合理化・効率化が奏功し、減収ではあったものの、収益は改善いたしました。
　今後もさらに、エネルギー・原材料価格高の影響などに注意が必要な情勢ですが、第２四半期以降、主力
のコンクリート事業は最盛期となりますので、お客様のニーズを的確に捉え、売上高の向上と収益体質の強
化をあわせて図ってまいります。
(1) 売上高
　主力のコンクリート事業におきまして、一部資材価格の高騰や、競争激化にともなう出荷量の減少など
の影響を受け、連結売上高は15億２千５百万円、前年同期間比３千６百万円（2.3%）の減収になりました。
（セグメント別の売上高の詳細は、９ページ（５）セグメント情報をご覧ください）

(2) 営業利益
　前年同期間比９千４百万円の増益となり、営業利益は１千１百万円となりました。

(3) 経常利益
　有利子負債の圧縮効果等により、前年同期間比１億１千７百万円の増益となり、３千４百万円となりま
した。

(4) 四半期純利益
　前年同期間比１億４百万円の増益となり、四半期純利益は１千７百万円となりました。
　なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として上半期（第１四半期及び第２四半期）に比べ下
半期（第３四半期及び第４四半期）における出荷高の割合が大きいため、連結会計年度の上半期の売上高
と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1)資産、負債及び純資産の状況
　当第１四半期連結会計期間末の総資産は127億１千６百万円、前連結会計年度末比３億３千８百万円の増
加となりました。負債は71億５千１百万円、前連結会計年度末比３億２千４百万円の増加となりました。
純資産は55億６千４百万円、前連結会計年度末比１千４百万円の増加となりました。

(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は10億３千４百万円、前連結会計年度末比３億
２百万円の増加となりました。

　①営業活動によるキャッシュ・フロー
　営業活動により得られた資金は３億３千６百万円、前連結会計年度末比１億５千万円の増加となりまし
た。これは、売上債権の減少７億４千８百万円、たな卸資産の増加３億４千２百万円等によるものです。

　②投資活動によるキャッシュ・フロー
　投資活動により使用した資金は５千１百万円、前連結会計年度末比１億２千９百万円の減少となりまし
た。これは、主に有形固定資産の取得７千２百万円等によるものです。

　③財務活動によるキャッシュ・フロー
　財務活動により得られた資金は２千９百万円、前連結会計年度末比１億６千１百万円の増加となりまし
た。主な内訳は短期借入金の借入による収入５千万円及び長期借入金の返済による支出２千万円等による
ものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき予想しました結果、平成20年5月15日に発表しました

業績予想値に変更はありません。
　なお、実際の業績につきましては、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。

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)

連結除外：ハイドロタイル・アジア株式会社
　重要性の観点から、当第１四半期連結会計期間よりハイドロタイル・アジア株式会社を連結の範囲から
除外しております。

(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
　①一般債権の貸倒見積高の算定方法
　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

　②棚卸資産の評価方法
　当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実
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地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
　③固定資産の減価償却費の算定方法
　定率法による減価償却費は、当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する方法によっ
ております。

　④退職給付費用の算定方法
　期首に算定した当連結会計年度に係る退職給付費用を期間按分する方法によっております。

　⑤経過勘定項目の算定方法
　合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

　⑥法人税等の算定方法
　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方
法によっております。

(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
　①四半期財務諸表に関する会計基準の適用
　当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３
月14日 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」(企業会計基準委員会
平成19年３月14日 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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更
　当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委
員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を適用しております。この変更による損益に与える影響は
軽微であります。なお、セグメント情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略しております。

　③リース取引に関する会計基準の適用
　当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会
平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 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」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指
針第16号)を早期に適用しております。なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外フ
ァイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用して
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。なお、セグメント情報に与える影響は軽
微であるため、記載を省略しております。
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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：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 1,047,919 749,712

受取手形及び売掛金 2,377,168 3,126,927

商品 250,066 206,434

製品 1,327,562 1,056,583

原材料 139,243 120,808

仕掛品 120,885 120,584

その他 115,869 81,317

貸倒引当金 △8,943 △10,914

流動資産合計 5,369,771 5,451,453

固定資産

有形固定資産

土地 4,209,517 4,218,623

その他（純額） 1,909,808 1,496,387

有形固定資産合計 6,119,325 5,715,011

無形固定資産

のれん 139,158 144,312

その他 180,082 190,116

無形固定資産合計 319,241 334,429

投資その他の資産

その他 987,632 963,149

貸倒引当金 △79,839 △86,106

投資その他の資産合計 907,793 877,042

固定資産合計 7,346,360 6,926,484

資産合計 12,716,131 12,377,938

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,577,083 1,741,928

短期借入金 1,920,280 1,873,940

未払法人税等 10,297 29,134

工場移転損失引当金 404,627 404,627

引当金 112,887 87,420

その他 758,708 338,088

流動負債合計 4,783,884 4,475,139

固定負債

長期借入金 473,856 490,356

退職給付引当金 629,533 613,250

引当金 111,825 107,100

負ののれん 99,342 102,352

再評価に係る繰延税金負債 841,685 827,065

その他 211,356 212,108

固定負債合計 2,367,599 2,352,233

負債合計 7,151,483 6,827,373
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,305,387 1,305,387

資本剰余金 24,583 24,583

利益剰余金 2,937,610 2,920,678

自己株式 △88,386 △88,280

株主資本合計 4,179,195 4,162,368

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 167,755 166,212

繰延ヘッジ損益 △15,003 △25,338

土地再評価差額金 1,232,701 1,247,321

評価・換算差額等合計 1,385,453 1,388,195

純資産合計 5,564,648 5,550,564

負債純資産合計 12,716,131 12,377,938
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 1,525,234

売上原価 1,196,655

売上総利益 328,579

販売費及び一般管理費 316,721

営業利益 11,857

営業外収益

受取利息 140

受取配当金 4,975

負ののれん償却額 3,010

スクラップ売却益 29,029

その他 11,181

営業外収益合計 48,338

営業外費用

支払利息 16,614

持分法による投資損失 2,873

その他 6,187

営業外費用合計 25,675

経常利益 34,520

特別利益

固定資産売却益 243

貸倒引当金戻入額 2,785

特別利益合計 3,028

特別損失

固定資産売却損 8,390

その他 2,654

特別損失合計 11,044

税金等調整前四半期純利益 26,504

法人税、住民税及び事業税 8,789

法人税等調整額 643

法人税等合計 9,432

四半期純利益 17,072
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(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利益 26,504

減価償却費 77,508

のれん償却額 2,143

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,238

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,467

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,282

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,725

リース債務の増減額（△は減少） 792

受取利息及び受取配当金 △5,116

支払利息 16,614

持分法による投資損益（△は益） 2,873

有形固定資産除売却損益（△は益） 9,646

売上債権の増減額（△は増加） 748,923

たな卸資産の増減額（△は増加） △342,953

仕入債務の増減額（△は減少） △156,134

その他 △40,844

小計 378,194

利息及び配当金の受取額 5,116

利息の支払額 △16,776

法人税等の支払額 △29,691

営業活動によるキャッシュ・フロー 336,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 4,500

投資有価証券の取得による支出 △599

投資有価証券の売却による収入 4,000

有形固定資産の取得による支出 △72,440

有形固定資産の売却による収入 17,924

貸付けによる支出 △8,300

貸付金の回収による収入 2,647

その他 661

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △20,160

自己株式の取得による支出 △105

財務活動によるキャッシュ・フロー 29,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 314,971

現金及び現金同等物の期首残高 731,329

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △12,264

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,034,036
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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。

(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

【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)

コンクリート

事業
(千円)

セラミック
事業
(千円)

その他事業
(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

1,159,651 277,071 88,511 1,525,234 ― 1,525,234

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,159,651 277,071 88,511 1,525,234 ― 1,525,234

営業利益及び
営業損失（△）

56,611 48,847 △2,057 103,401 ( 91,544) 11,857

(注) １ 事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

２ 各区分に属する主要な製品及び役務

(1) コンクリート事業……ユニホール(組立式マンホール)、ヒューム管等

(2) セラミック事業………ニューセラミック製品

(3) その他事業……………工事、情報通信関連、工事資材の販売等

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

　(要約）前四半期連結損益計算書

科  目

前第1四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,561,402

Ⅱ 売上原価 1,310,259

売上総利益 251,142

Ⅲ 販売費及び一般管理費 333,316

営業損失(△) △82,173

Ⅳ 営業外収益 22,686

１ 受取利息及び受取配当金 4,729

２ その他 17,956

Ⅴ 営業外費用 23,956

１ 支払利息 17,706

２ その他 6,250

経常損失(△) △83,443

Ⅵ 特別利益 4,224

税金等調整前四半期純損失(△) △79,219

法人税、住民税及び事業税 5,153

法人税等調整額 3,382

四半期純損失(△) △87,754
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「参考資料」

　(要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第1四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　１ 税金等調整前四半期純損失 △79,219

　２ 減価償却費 66,638

　３ 支払利息 17,706

　４ 売上債権の増減額 855,186

　５ 仕入債務の増減額 △191,886

　６ たな卸資産の増減額 △237,856

　７ その他資産負債の増減額 △41,920

　 小計 388,649

　８ 利息及び配当金の受取額 4,729

　９ 利息の支払額 △15,679

　10 法人税等の支払額 △77,212

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 300,487

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 定期預金の預入による支出 △55,500

　２ 有価証券の取得による支出 △399

　３ 有形固定資産の取得による支出 △35,562

　４ 無形固定資産の取得による支出 △21,920

　５ その他投資による収支 3,108

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △110,273

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 長期借入金の返済による支出 △12,660

　２ 自己株式の取得による支出 △485

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △13,145

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 177,068

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 857,440

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,034,508
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「参考資料」

  セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

コンクリート

事業
(千円)

セラミック
事業
(千円)

その他事業
(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

1,200,901 266,750 93,750 1,561,402 ― 1,561,402

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,200,901 266,750 93,750 1,561,402 ― 1,561,402

営業利益及び
営業損失（△）

△5,060 22,835 △7,249 10,525 ( 92,699) △82,173

(注) １ 事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

２ 各区分に属する主要な製品及び役務

(1) コンクリート事業……ユニホール(組立式マンホール)、ヒューム管等

(2) セラミック事業………ニューセラミック製品

(3) その他事業……………工事、情報通信関連、工事資材の販売等
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