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１. 平成21年３月期 第２四半期の連結業績（平成20年４月1日～平成20年９月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 3,328 ― 5 ― 48 ― 7 ―

20年3月期 第2四半期 3,271 5.3 △122 ― △116 ― △126 ―

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 25 ―
20年3月期 第2四半期 △3 93 ―

 (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2四半期 12,550 5,490 43.7 176 47

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2四半期 5,490百万円           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

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）

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 8,500 4.1 300 124.3 250 78.1 150 1.6 4 84
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  [(注) 詳細は、４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） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

  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。 

  
  
  

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、４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、４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

21年3月期 第2四半期 32,163,855株 20年3月期 32,163,855株

21年3月期 第2四半期 1,180,774株 20年3月期 1,176,751株

21年3月期 第2四半期 30,985,151株 20年3月期 第2四半期 32,065,862株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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わが国の景気はこのところ停滞しており、世界経済の減速が明確化するもとで、更に停滞を続けるリス
クが高まっております。 
 当社グループにつきましても、公共投資が引き続いて低調に推移していることや、一部資源の高止まり
など、厳しい経営環境が継続しております。 
 このような経営環境ではありましたが、当第２四半期連結累計期間においては、これまで続けてまいり
ました合理化・効率化が奏功し、売上高については微増ながら、黒字転換を果たすことができました。第
３四半期以降も主力コンクリート事業の 盛期でありますので、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33億２千８百万円となりました（セグメント別の売上高の詳細は、10ペ
ージ（5）セグメント情報をご覧ください）。 

(2) 営業利益 
 マンホール等、主力商品の販売強化を図りましたが、一部資材価格の高騰等により、営業利益は５百
万円となりました。 

(3) 経常利益 
 経費削減等の合理化効果により、４千８百万円となりました。 

(4) 四半期純利益 
 新工場移転に伴う製造一時休止による特別損失を計上している為、四半期純利益は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。 
  

(1)資産、負債及び純資産の状況 
 当第２四半期連結会計期間末の総資産は125億５千万円、前連結会計年度末比１億７千２百万円の増
加となりました。負債は70億５千９百万円、前連結会計年度末比２億３千２百万円の増加となりまし
た。純資産は54億９千万円、前連結会計年度末比５千９百万円の減少となりました。 
  

(2)キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は11億７千５百万円、前連結会計年度末比
４億４千３百万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４億８千６百万円、前連結会計年度末比２億９千９百万円の増加とな
りました。これは売上債権の減少10億７百万円、たな卸資産の増加３億８千８百万円、仕入債務の減少
２億１千８百万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９千万円、前連結会計年度末比９千万円の減少となりました。これは
有形固定資産の取得１億７百万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６千万円、前連結会計年度末比１億９千１百万円の増加となりまし
た。これは短期借入金の借入による収入１億円及び長期借入金の返済による支出３千９百万円等による
ものです。 

  

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。 

  

・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

２. 連結財政状態に関する定性的情報

３. 連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第２四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。 

 ③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。 

 ④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。 

 ⑤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。 

  

 ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
 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 
 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 
 第１四半期連結会計期間より、「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 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 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。 

  

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 1,190,559 749,712 

受取手形及び売掛金 2,118,708 3,126,927 

商品 253,655 206,434 

製品 1,363,829 1,056,583 

原材料 156,020 120,808 

仕掛品 113,671 120,584 

その他 99,467 81,317 

貸倒引当金 △7,783 △10,914 

流動資産合計 5,288,130 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） 1,930,349 1,496,387 

有形固定資産合計 6,139,867 5,715,011 

無形固定資産 

のれん 134,004 144,312 

その他 176,637 190,116 

無形固定資産合計 310,642 334,429 

投資その他の資産 

その他 889,644 963,149 

貸倒引当金 △77,768 △86,106 

投資その他の資産合計 811,876 877,042 

固定資産合計 7,262,385 6,926,484 

資産合計 12,550,516 12,377,938 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,013,689 1,741,928 

短期借入金 1,967,220 1,873,940 

未払法人税等 18,611 29,134 

工場移転損失引当金 394,627 404,627 

引当金 86,562 87,420 

その他 262,310 338,088 

流動負債合計 4,743,021 4,475,139 

固定負債 

長期借入金 457,356 490,356 

退職給付引当金 636,461 613,250 

引当金 116,550 107,100 

負ののれん 96,331 102,352 

再評価に係る繰延税金負債 841,685 827,065 

その他 168,444 212,108 

固定負債合計 2,316,829 2,352,233 

負債合計 7,059,850 6,827,373 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 2,928,390 2,920,678 

自己株式 △88,557 △88,280 

株主資本合計 4,169,804 4,162,368 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 105,377 166,212 

繰延ヘッジ損益 △17,217 △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 1,320,861 1,388,195 

純資産合計 5,490,665 5,550,564 

負債純資産合計 12,550,516 12,377,938 
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(2)【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

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

売上高 3,328,428 

売上原価 2,698,492 

売上総利益 629,936 

販売費及び一般管理費 624,195 

営業利益 5,740 

営業外収益 

受取利息 636 

受取配当金 4,975 

持分法による投資利益 3,188 

負ののれん償却額 6,020 

スクラップ売却益 47,185 

その他 24,123 

営業外収益合計 86,131 

営業外費用 

支払利息 34,847 

その他 8,352 

営業外費用合計 43,200 

経常利益 48,671 

特別利益 

固定資産売却益 2,305 

工場移転損失引当金戻入額 10,000 

貸倒引当金戻入額 4,221 

特別利益合計 16,526 

特別損失 

固定資産売却損 8,390 

工場移転損失 29,128 

その他 5,264 

特別損失合計 42,782 

税金等調整前四半期純利益 22,416 

法人税、住民税及び事業税 13,919 

法人税等調整額 643 

法人税等合計 14,563 

四半期純利益 7,852 
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 1,803,193 

売上原価 1,501,836 

売上総利益 301,356 

販売費及び一般管理費 307,473 

営業損失（△） △6,116 

営業外収益 

受取利息 495 

持分法による投資利益 6,062 

負ののれん償却額 3,010 

スクラップ売却益 18,156 

その他 12,941 

営業外収益合計 40,666 

営業外費用 

支払利息 18,233 

その他 2,165 

営業外費用合計 20,398 

経常利益 14,151 

特別利益 

固定資産売却益 2,061 

工場移転損失引当金戻入額 10,000 

貸倒引当金戻入額 1,436 

特別利益合計 13,498 

特別損失 

工場移転損失 29,128 

その他 2,610 

特別損失合計 31,738 

税金等調整前四半期純損失（△） △4,088 

法人税、住民税及び事業税 5,130 

法人税等合計 5,130 

四半期純損失（△） △9,219 
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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２四半期連結累計期間 
(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 

税金等調整前四半期純利益 22,416 

減価償却費 159,620 

のれん償却額 4,287 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,468 

賞与引当金の増減額（△は減少） △858 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,210 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,450 

工場移転損失引当金の増減額（△は減少） △10,000 

リース債務の増減額（△は減少） 2,987 

受取利息及び受取配当金 △5,612 

支払利息 34,847 

持分法による投資損益（△は益） △3,188 

有形固定資産除売却損益（△は益） 9,244 

売上債権の増減額（△は増加） 1,007,382 

たな卸資産の増減額（△は増加） △388,779 

仕入債務の増減額（△は減少） △218,528 

その他 △91,973 

小計 543,037 

利息及び配当金の受取額 5,596 

利息の支払額 △33,390 

法人税等の支払額 △28,698 

営業活動によるキャッシュ・フロー 486,545 

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） 3,000 

投資有価証券の取得による支出 △1,199 

投資有価証券の売却による収入 4,500 

有形固定資産の取得による支出 △107,867 

無形固定資産の取得による支出 △6,700 

有形固定資産の売却による収入 21,303 

貸付けによる支出 △4,500 

貸付金の回収による収入 2,871 

その他 △1,860 

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,452 

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 100,000 

長期借入金の返済による支出 △39,720 

自己株式の取得による支出 △277 

財務活動によるキャッシュ・フロー 60,002 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 456,095 

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 1,175,160 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  
(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 

  

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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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

2,611,865 557,022 159,540 3,328,428 ― 3,328,428

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,611,865 557,022 159,540 3,328,428 ― 3,328,428

営業利益又は 
営業損失（△）

120,448 69,816 △5,407 184,857 ( 179,116) 5,740

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 前年同四半期に係る財務諸表 

  (１)中間連結損益計算書 

  

 
  

「参考資料」

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
（％）

Ⅰ  売上高 3,271,611 100.0

Ⅱ  売上原価 2,706,851 82.7 

   売上総利益 564,759 17.3 

Ⅲ  販売費及び一般管理費 687,634 21.0 

      営業損失（△） △ 122,874 △ 3.7

Ⅳ  営業外収益

 1 受取利息 839 

  2 受取配当金 4,890 

  3 負ののれん償却額 6,020 

  4 持分法投資利益 932 

  5 その他 33,190 45,873 1.4 

Ⅴ  営業外費用

  1 支払利息 34,193 

  2 その他 4,907 39,101 1.2 

   経常損失（△） △ 116,102 △ 3.5

Ⅵ  特別利益

  1 固定資産売却益 1,286

  2 貸倒引当金戻入益 4,970 6,257 0.2

Ⅶ  特別損失

  1 固定資産売却損 1,462

  2 固定資産除却損 138 1,600 0.1

     税金等調整前中間純損失（△） △ 111,445 △ 3.4

     法人税、住民税及び事業税 13,106

     法人税等調整額 1,499 14,605 0.5

     中間純損失（△） △ 126,051 △ 3.9
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  (２)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 
  

前中間連結会計期間
(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

１ 税金等調整前中間純損失（△） △ 111,445

２ 減価償却費 153,749

３ のれん償却額 10,308

４ 負ののれん償却額 △ 6,020

５ 貸倒引当金の増減額 △ 3,887

６ 賞与引当金の増減額 △ 3,185

７ 関係会社整理損失引当金の増減額 △ 2,550

８ 退職給付引当金の増減額 7,590

９ 役員退職慰労引当金の増減額 9,200

10 受取利息及び受取配当金 △ 5,730

11 支払利息 34,193

12 固定資産売却益 △ 1,286

13 固定資産処分損 1,600

14 持分法による投資損益 △ 932

15 売上債権の増減額 1,229,507

16 仕入債務の増減額 △ 465,047

17 たな卸資産の増減額 △ 375,224

18 その他資産負債の増減額 △ 122,468

   小   計 348,371

19 利息及び配当金の受取額 5,730

20 利息の支払額 △ 33,694

21 法人税等の支払額 △ 30,867

   営業活動によるキャッシュ・フロー 289,540

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 定期預金の払戻による収入 2,994

２ 有価証券の取得による支出 △ 999

３ 有形固定資産の取得による支出 △ 104,891

４ 有形固定資産の売却による収入 2,744

５ 無形固定資産の取得による支出 △ 14,352

６ 貸付による支出 △ 20,000

７ 貸付金の回収による収入 1,863

８ その他投資による収支 1,096

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 131,544

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入金の増減額 30,000

２ 長期借入金の返済による支出 △ 25,320

３ 自己株式の取得及び売却 △ 747

   財務活動によるキャッシュ・フロー 3,932

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 161,928

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 857,440

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,019,369
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(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 

  

  (３)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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

2,460,171 573,122 238,318 3,271,611 ― 3,271,611

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,460,171 573,122 238,318 3,271,611 ― 3,271,611

営業利益又は 
営業損失（△）

△685 53,186 18,680 71,182 ( 194,057) △122,874
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