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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第2四半期 1,461 ― △112 ― △108 ― △104 ―

20年3月期第2四半期 1,215 △9.9 △137 ― △111 ― △199 ―

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2四半期 △30.54 ―

20年3月期第2四半期 △58.30 ―

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2四半期 3,009 1,274 42.4 372.95
20年3月期 3,106 1,385 44.6 405.32

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,274百万円 20年3月期  1,385百万円

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 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 3,901 9.4 68 446.2 64 76.4 34 ― 9.95

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。]  

(2) 四半期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．その他をご覧ください。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期  3,420,000株 20年3月期  3,420,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,752株 20年3月期  1,739株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  3,418,257株 20年3月期第2四半期  3,419,164株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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、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。 
2.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題の波及やエネルギー・原
材料価格高の影響などから、企業収益が低下し消費も冷え込むなど景気の減速感が徐々に強まる状況とな
りました。 
 建設業界におきましても、建設資材価格の上昇や公共工事の引続きの減少、また景気の先行き不透明感
の強まりにより民間設備投資が弱含むなど、厳しい経営環境が続きました。 
このような状況の下、当社は営業展開を強化するとともにコスト低減に努め、引続き受注量の獲得と利

益の確保に取組んでまいりました。 
この結果、当第２四半期累計期間の業績は、地盤改良工事部門の受注が計画を上回り好調だったことか

ら受注高は1,823百万円、売上高は1,461百万円となりました。利益につきましては、売上高の絶対額不足
や、気泡コンクリート工事において、一部主要資材の価格上昇分を受注単価に転嫁出来ず工事原価率が上
昇したことなどもあり、営業損失112百万円、経常損失108百万円、四半期純損失104百万円となりまし
た。 
なお、当社の主たる事業である建設業の特徴として、工事の完成引渡しが第２四半期以降、特に第４四

半期に偏るという季節的要因があるため、第２四半期累計期間の売上高は、下半期に比べて低くなる傾向
があります。 
  

  

当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ96百万円減少し3,009百万円となり
ました。その主な要因としましては、現金及び預金が55百万円、未成工事支出金が213百万円増加しまし
たが、工事の完成により受取手形が101百万円、完成工事未収入金が251百万円減少したことなど流動資産
の減少によるものです。 
負債合計は、前事業年度末に比べ13百万円増加し1,734百万円となりました。その主な要因としまして

は、借入金の返済や社債の償還などにより固定負債が13百万円減少し、また支払手形が158百万円減少し
ましたが、工事未払金が50百万円増加したこと、未成工事受入金が152百万円増加したことなど流動負債
の増加によるものです。 
純資産合計は、前事業年度末に比べ110百万円減少し1,274百万円となりました。その主な要因としまし

ては、当第２四半期累計期間に純損失を計上したことにより利益剰余金が104百万円減少したこと、株式
市場の下落により投資有価証券の評価損が６百万円発生したことなどによるものです。 

当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

営業活動により得られた資金は86百万円となりました。これは主に税引前四半期純損失106百万円、未
成工事支出金の増加213百万円、仕入債務の減少114百万円となったものの、売上債権の減少358百万円、
未成工事受入金の増加152百万円などによるものであります。 

投資活動により得られた資金は23百万円となりました。これは主に定期預金の払戻によるものでありま

す。 

財務活動により使用した資金は24百万円となりました。これは主に借入金の返済及び社債の償還による
ものであります。 
これにより「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前事業年度末に比べ84百万円増加し、273百万

円となりました。 
  

  

平成20年5月16日に公表しました平成21年３月期通期業績予想に変更はございません。 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
 （1）資産、負債、純資産の状況

 （2）キャッシュ・フローの状況

 （営業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）

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

3. 業績予想に関する定性的情報
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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につきましては、事業年度に係る減価償却費を

期間按分して算定する方法によっております。 
  

  

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

(2) 四半期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当事業年度より「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
半期財務諸表等規則」に従い四半期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」(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(収益性の低下に
よる簿価切下げの方法)に変更しております。
 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 324,541 268,966 

受取手形 357,617 459,499 

完成工事未収入金 399,545 650,838 

売掛金 4,640 9,534 

未成工事支出金 379,326 165,691 

材料貯蔵品 24,851 12,727 

前払費用 7,898 10,886 

繰延税金資産 15,552 19,046 

その他 6,267 9,082 

貸倒引当金 △10,600 △18,500 

流動資産合計 1,509,640 1,587,772 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 72,256 75,242 

構築物（純額） 1,238 1,408 

機械及び装置（純額） 62,810 68,080 

車両運搬具（純額） 1,989 2,310 

工具、器具及び備品（純額） 20,305 22,842 

土地 1,122,839 1,122,839 

有形固定資産合計 1,281,439 1,292,724 

無形固定資産 

特許権 － 62 

電話加入権 2,350 2,350 

無形固定資産合計 2,350 2,412 

投資その他の資産 

投資有価証券 19,908 26,315 

関係会社出資金 36,668 36,668 

破産更生債権等 26,650 27,221 

長期前払費用 1,529 1,472 

繰延税金資産 67,759 61,275 

敷金 17,321 17,313 

ゴルフ会員権 92,055 92,055 

その他 8,501 8,501 

貸倒引当金 △54,438 △47,484 

投資その他の資産合計 215,956 223,338 

固定資産合計 1,499,746 1,518,475 

資産合計 3,009,387 3,106,248 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 637,824 796,359 

工事未払金 452,677 402,379 

買掛金 454 6,740 

短期借入金 131,800 127,800 

未払金 46,672 49,116 

未払費用 3,902 3,630 

未払法人税等 1,996 3,456 

未払消費税等 2,465 10,533 

未成工事受入金 206,703 54,487 

賞与引当金 30,487 30,960 

完成工事補償引当金 3,800 3,500 

工事損失引当金 － 5,847 

その他 4,710 1,247 

流動負債合計 1,523,495 1,496,057 

固定負債 

社債 14,500 29,000 

長期借入金 12,800 27,200 

退職給付引当金 158,200 145,800 

役員退職慰労引当金 22,431 19,692 

受入保証金 3,107 3,005 

固定負債合計 211,038 224,697 

負債合計 1,734,533 1,720,754 

純資産の部 

株主資本 

資本金 209,200 209,200 

資本剰余金 

資本準備金 180,400 180,400 

資本剰余金合計 180,400 180,400 

利益剰余金 

利益準備金 24,050 24,050 

別途積立金 1,035,000 1,035,000 

繰越利益剰余金 △167,208 △62,806 

利益剰余金合計 891,841 996,243 

自己株式 △613 △609 

株主資本合計 1,280,827 1,385,234 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △5,973 259 

評価・換算差額等合計 △5,973 259 

純資産合計 1,274,853 1,385,493 

負債純資産合計 3,009,387 3,106,248 

麻生フオームクリート㈱（1730）平成21年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 5 -



(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 1,461,948 

完成工事高 1,451,014 

商品売上高 10,933 

売上原価 1,295,129 

完成工事原価 1,291,182 

商品売上原価 3,946 

売上総利益 166,818 

完成工事総利益 159,831 

商品売上総利益 6,986 

販売費及び一般管理費 278,939 

営業損失（△） △112,120 

営業外収益 

受取利息 337 

受取手数料 954 

受取配当金 170 

雑収入 4,715 

営業外収益合計 6,177 

営業外費用 

支払利息 1,301 

手形売却損 705 

雑支出 562 

営業外費用合計 2,568 

経常損失（△） △108,511 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 946 

受取保険金 2,200 

特別利益合計 3,146 

特別損失 

災害による損失 900 

特別損失合計 900 

税引前四半期純損失（△） △106,265 

法人税、住民税及び事業税 954 

法人税等調整額 △2,816 

法人税等合計 △1,862 

四半期純損失（△） △104,402 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純損失（△） △106,265 

減価償却費 17,327 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △946 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,400 

賞与引当金の増減額（△は減少） △472 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,739 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 300 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △5,847 

受取利息及び受取配当金 △507 

支払利息 1,301 

売上債権の増減額（△は増加） 358,640 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △213,634 

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,123 

仕入債務の増減額（△は減少） △114,522 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △2,362 

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,067 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 152,216 

その他 9,059 

小計 89,233 

利息及び配当金の受取額 507 

利息の支払額 △1,267 

法人税等の支払額 △1,934 

営業活動によるキャッシュ・フロー 86,539 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △58,600 

定期預金の払戻による収入 88,000 

有形固定資産の取得による支出 △5,980 

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,420 

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） 4,000 

長期借入金の返済による支出 △14,400 

社債の償還による支出 △14,500 

自己株式の取得による支出 △4 

配当金の支払額 △81 

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,985 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 84,974 

現金及び現金同等物の期首残高 188,366 

現金及び現金同等物の四半期末残高 273,341 
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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

麻生フオームクリート㈱（1730）平成21年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 8 -



前年同四半期に係る財務諸表等 

(1)中間損益計算書 

 
  

「参考」

前中間会計期間

（自 平成19年４月１日

科 目  至 平成19年９月30日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,215,531

 完成工事高 1,197,552

 商品売上高 17,979

Ⅱ 売上原価 1,047,020

 完成工事原価 1,037,685

 商品売上原価 9,334

売上総利益 168,511

 完成工事総利益 159,867

 商品売上総利益 8,644

Ⅲ 販売費及び一般管理費 305,712

営業損失（△） △137,200

Ⅳ 営業外収益

 受取利息 192

 受取手数料 441

 受取配当金 271

 保険解約返戻金 26,760

 雑収入 1,222

 営業外収益合計 28,888

Ⅴ 営業外費用

 支払利息 1,546

 手形売却損 873

 雑支出 949

 営業外費用合計 3,368

経常損失（△） △111,681

Ⅵ 特別利益

 貸倒引当金戻入額 500

 特別利益合計 500

Ⅶ 特別損失

 役員退職慰労金 77,500

 過年度役員退職慰労引当金繰入額 14,557

 投資有価証券売却損 983

 特別損失合計 93,041

税引前中間純損失（△） △204,222

法人税、住民税及び事業税 951

法人税等調整額 △5,843

法人税等合計 △4,892

中間純損失（△） △199,329
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(2)中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間

（自 平成19年４月１日

 至 平成19年９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

 税引前中間純損失（△） △204,222

 減価償却費 21,945

 投資有価証券売却損 983

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,134

 退職給付引当金の増加額 6,000

 賞与引当金の増減額（△は減少） △4,000

 役員退職慰労引当金の増加額 16,953

 完成工事補償引当金の減少額 △100

 工事損失引当金の増加額 6,103

 受取利息及び受取配当金 △464

 支払利息 1,285

 社債利息 261

 社債保証料 431

 売上債権の減少額 621,533

 未成工事支出金の増加額 △86,709

 材料貯蔵品の増減額（△は増加） 1,199

 仕入債務の減少額 △432,958

 未払金の増減額（△は減少） △20,147

 未収消費税等の増加額 △1,788

 未払消費税等の減少額 △5,698

 未成工事受入金の増加額 29,361

 その他 2,647

小 計 △37,249

 利息及び配当金の受取額 464

 利息の支払額 △1,810

 法人税等の支払額 △999

営業活動によるキャッシュ・フロー △39,595

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 定期預金の預入による支出 △70,600

 定期預金の払戻による収入 88,000

 有価証券の売却による収入 2,670

 有形固定資産の取得による支出 △19,248

 積立保険の積立による支出 △3,233

 積立保険の返戻による収入 5,470

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,059

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金純増加額 89,000

 長期借入金の返済による支出 △14,400

 社債の償還による支出 △14,500

 自己株式の取得による支出 △60

 配当金の支払額 △17,109

財務活動によるキャッシュ・フロー 42,930

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,394

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 258,745

Ⅵ 現金及び現金同等物中間期末残高 265,139
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（単位：千円、％） 

 
  

（2）完成工事高 

（単位：千円、％） 

 
  

（3）繰越工事高 

（単位：千円、％） 

 
  

6.その他の情報

  受注高、完成工事高及び繰越工事高

（1）受注高

期 別 前中間会計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

 （自 平成19年４月１日  （自 平成20年４月１日  （自 平成19年４月１日

  至 平成19年９月30日）   至 平成20年９月30日）   至 平成20年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 875,839 56.6 980,783 53.8 2,265,933 61.6

地盤改良工事 502,008 32.4 686,927 37.7 1,170,770 31.8

補修工事 169,624 11.0 145,568 8.0 235,816 6.4

その他工事 680 0.0 9,934 0.5 8,825 0.2

合計 1,548,152 100.0 1,823,213 100.0 3,681,345 100.0

期 別 前中間会計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

 （自 平成19年４月１日  （自 平成20年４月１日  （自 平成19年４月１日

  至 平成19年９月30日）   至 平成20年９月30日）   至 平成20年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 548,492 45.8 539,108 37.2 2,204,933 62.6

地盤改良工事 457,208 38.2 759,227 52.3 1,038,370 29.5

補修工事 191,171 16.0 145,568 10.0 276,716 7.8

その他工事 680 0.0 7,110 0.5 3,825 0.1

合計 1,197,552 100.0 1,451,014 100.0 3,523,845 100.0

期 別 前中間会計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

 （自 平成19年４月１日  （自 平成20年４月１日  （自 平成19年４月１日

  至 平成19年９月30日）   至 平成20年９月30日）   至 平成20年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 491,097 65.7 666,425 72.0 224,750 40.6

地盤改良工事 236,800 31.7 252,100 27.2 324,400 58.5

補修工事 19,352 2.6 － － － －

その他工事 － － 7,824 0.8 5,000 0.9

合計 747,249 100.0 926,349 100.0 554,150 100.0

麻生フオームクリート㈱（1730）平成21年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 11 -


