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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 10,178 ― 58 ― 180 ― 119 ―

20年3月期第1四半期 9,681 20.6 282 7.8 363 19.6 242 △4.3

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 2.38 ―

20年3月期第1四半期 4.73 ―

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 53,304 23,092 42.5 451.44

20年3月期 52,868 22,560 41.9 440.89

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  22,678百万円 20年3月期  22,149百万円

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 ― 0.00 ― 3.50 3.50

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 5.00 5.00

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  有  
 

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 21,000 ― 100 ― 220 ― 130 ― 2.59

通期 43,000 5.2 400 △36.8 450 △23.0 270 △12.6 5.37

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．その他をご参照下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご参照下さい。  

(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）上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
なお、業績予想の前提等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
（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 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  51,377,432株 20年3月期  51,377,432株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,142,345株 20年3月期  1,140,350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  50,236,544株 20年3月期第1四半期  51,268,956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

(1) 経営成績の分析

　当第１四半期連結会計期間の売上高は、製品事業については、ポール製品、パイル製品は前年同

期比売上増となりましたが、土木製品等および工事事業は前年同期比減少いたしました。これらの

結果、連結売上高は前年同期比５.１％増の１０１億７千８百万円となりました。

　一方、損益面においては、原材料価格の高騰や物流コストの上昇等に対して、引き続きグループ

を挙げて原価低減に取り組む一方、売価是正に注力しましたが、原材料等のコストアップを吸収し

きれず、営業利益は前年同期比７９.２％減の５千８百万円、経常利益は同５０.３％減の１億８千

万円となり、四半期純利益は同５０.８％減の１億１千９百万円となりました。

事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。

①製品事業

　製品事業全体の売上高は、前年同期比８.１％増の７９億６千８百万円となり、営業利益は、４億７千２百

万円となりました。

　製品別の売上高は、ポール製品は概ね順調に推移した結果、前年同期比１０.６％増の２６億８百万円とな

りました。また、パイル製品についても民間設備投資の鈍化等により全国需要は前年同期比減少したものの、

積極的な営業展開と古河工場の高支持力杭生産拡大等により同１５.４％増の４３億６千万円となりました。

なお、土木製品等は公共工事の着工遅延等により同１８.９％減の１０億円となりました。

②工事事業

　工事事業は、大型物件の完了の遅延等により、売上高は前年同期比４.３％減の２２億１千万円となり、７

千９百万円の営業損失となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比（以下「前期末比」といいま

す。）４億３千５百万円増の５３３億４百万円となりました。

　総資産増加の主な要因は、受取手形及び売掛金が前期末比１５億６千３百万円減少したもの

の、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品等のたな卸資産が７億１千６百万円増加したこと

と、投資有価証券が９億６千３百万円増加したことによります。

　負債の合計は、前期末比９千６百万円減の３０２億１千１百万円となりました。負債減少の主

な要因は、支払手形及び買掛金が前期末比２億６千１百万円増加した一方、短期借入金、一年内

返済予定の長期借入金、社債、長期借入金等の有利子負債が６億４千１百万円減少したことによ

ります。

　純資産合計は、前期末比５億３千２百万円増の２３０億９千２百万円となりました。これは主

に、その他有価証券評価差額金が５億８千６百万円増加したことによります。以上の結果、自己

資本比率は、前連結会計年度末の４１.９％から４２.５％となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、１３億８千２百万円となりました。

これは主に税金等調整前四半期純利益１億７千８百万円、減価償却費５億１千７百万円、売上債権の減少

１５億６千３百万円等の資金増加要因が、たな卸資産の増加７億１千６百万円等の資金減少要因を上回っ

たことによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、３億９千７百万円となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出が４億７千４百万円あったことによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、８億１千９百万円となりました。

これは主に、配当金の支払い額１億７千５百万円、短期借入金の減少１億円及び長期借入金の返済による

支出が５億４千１百万円あったことによります。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ１

億６千６百万円増の２０億２千４百万円となりました。
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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15日に公表いたしました中間期及び通期の業績

予想を修正いたしました。具体的な内容については本日平成20年８月13日公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。

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

　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、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

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。

　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、簿価切下げを行う方法によっております。

３ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　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。

　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、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度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の適用

　該当事項はありません。

(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

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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「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

当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（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）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、

3,203千円それぞれ減少しております。

　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有形固定資産の耐用年数の変更

平成20年度税制改正を契機として有形固定資産の経済的耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結会

計期間より一部の有形固定資産の耐用年数を変更しております。これにより、営業利益は40,680千円減少

し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ40,865千円減少しております。
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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 2,024,340 1,858,188

受取手形及び売掛金 10,419,929 11,983,865

商品及び製品 4,866,631 4,347,295

仕掛品 1,178,170 1,030,033

原材料及び貯蔵品 939,010 890,467

その他 2,124,310 1,871,011

貸倒引当金 △14,703 △17,341

流動資産合計 21,537,689 21,963,520

固定資産

有形固定資産

土地 12,752,601 12,589,601

その他（純額） 7,923,106 8,021,301

有形固定資産合計 20,675,708 20,610,903

無形固定資産

のれん 7,193 7,572

その他 97,386 103,606

無形固定資産合計 104,580 111,178

投資その他の資産

投資有価証券 8,216,119 7,252,252

その他 2,942,322 3,094,089

貸倒引当金 △172,122 △163,372

投資その他の資産合計 10,986,320 10,182,969

固定資産合計 31,766,608 30,905,051

資産合計 53,304,298 52,868,572
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,295,419 8,034,041

短期借入金 4,035,500 4,135,000

1年内返済予定の長期借入金 2,321,677 2,466,237

未払法人税等 75,792 186,575

引当金 314,971 505,459

その他 2,815,454 2,652,234

流動負債合計 17,858,815 17,979,549

固定負債

社債 700,000 700,000

長期借入金 5,464,285 5,861,428

引当金 245,154 237,146

負ののれん 226,467 246,278

その他 5,716,626 5,283,716

固定負債合計 12,352,534 12,328,570

負債合計 30,211,349 30,308,120

純資産の部

株主資本

資本金 3,658,569 3,658,569

資本剰余金 1,458,463 1,458,463

利益剰余金 11,478,524 11,519,098

自己株式 △237,662 △237,094

株主資本合計 16,357,894 16,399,036

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,784,444 1,198,063

土地再評価差額金 4,535,956 4,551,920

評価・換算差額等合計 6,320,401 5,749,984

少数株主持分 414,652 411,431

純資産合計 23,092,948 22,560,452

負債純資産合計 53,304,298 52,868,572
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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 10,178,882

売上原価 9,056,233

売上総利益 1,122,649

販売費及び一般管理費 1,064,001

営業利益 58,647

営業外収益

受取利息 19,967

受取配当金 95,635

負ののれん償却額 22,219

持分法による投資利益 22,620

受取賃貸料 53,307

その他 32,339

営業外収益合計 246,089

営業外費用

支払利息 53,077

減価償却費 25,368

退職給付会計基準変更時差異の処理額 18,617

その他 26,903

営業外費用合計 123,966

経常利益 180,770

特別利益

固定資産売却益 28,906

貸倒引当金戻入額 6,143

特別利益合計 35,050

特別損失

減損損失 32,619

固定資産除却損 3,723

その他 1,400

特別損失合計 37,742

税金等調整前四半期純利益 178,078

法人税、住民税及び事業税 67,036

法人税等調整額 △15,716

法人税等合計 51,319

少数株主利益 7,410

四半期純利益 119,348
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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 178,078

減価償却費 517,396

減損損失 32,619

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,112

賞与引当金の増減額（△は減少） △166,833

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △29,517

工事損失引当金の増減額（△は減少） 5,862

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,007

受取利息及び受取配当金 △115,602

支払利息 53,077

持分法による投資損益（△は益） △22,620

固定資産売却損益（△は益） △28,906

固定資産除却損 3,723

売上債権の増減額（△は増加） 1,563,935

たな卸資産の増減額（△は増加） △716,015

仕入債務の増減額（△は減少） 261,377

その他 △39,392

小計 1,511,301

利息及び配当金の受取額 134,830

利息の支払額 △48,978

法人税等の支払額 △214,224

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,382,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 14,610

有形固定資産の取得による支出 △474,831

有形固定資産の売却による収入 32,343

無形固定資産の取得による支出 △552

貸付けによる支出 △200

貸付金の回収による収入 1,401

その他 29,781

投資活動によるキャッシュ・フロー △397,447

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） △100,000

長期借入金の返済による支出 △541,703

自己株式の取得による支出 △191

配当金の支払額 △175,904

少数株主への配当金の支払額 △1,531

財務活動によるキャッシュ・フロー △819,329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 166,151

現金及び現金同等物の期首残高 1,858,188

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,024,340
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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

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

　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)

製品事業
(千円)

工事事業
(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 7,968,808 2,210,073 10,178,882 ― 10,178,882

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

295 ― 295 (295) ―

計 7,969,103 2,210,073 10,179,177 (295) 10,178,882

営業利益又は営業損失（△） 472,757 △79,680 393,077 (334,429) 58,647

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分の主な内容は、下記のとおりであります。

　 製品事業・・・ポール、パイル、土木製品等のコンクリート製品の販売及び受託試験研究収入

工事事業・・・杭打工事、土木製品の施工、地盤改良工事等の事業

３ 「【定性的情報・財務諸表等】4．その他 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用」に記載の通り、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結会計期

間における営業利益は「製品事業」が3,203千円減少しております。

【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)

　在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

【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

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

  該当事項はありません。
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「参考」

（要約）四半期連結損益計算書

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)

百分比

(％)

 Ⅰ 売上高 9,681,235 100.0

 Ⅱ 売上原価 8,464,584 87.4

売上総利益 1,216,650 12.6

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 934,349 9.7

営業利益 282,301 2.9

 Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び受取配当金 72,745

 ２ その他 112,936

営業外収益合計 185,681 1.9

 Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 41,623

 ２ その他 62,576

営業外費用合計 104,200 1.1

経常利益 363,781 3.7

 Ⅵ 特別利益 78,881 0.8

 Ⅶ 特別損失 1,819 0.0

税金等調整前四半期純利益 440,844 4.5

法人税、住民税及び事業税 201,745 2.1

法人税等調整額 △  6,500 △0.1

少数株主利益 2,888 0.0

四半期純利益 242,709 2.5
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