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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） 

 

(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2四半期 20,647 ― △67 ― 63 ― △12 ―

20年3月期第2四半期 19,571 18.7 452 0.5 508 2.6 562 48.4

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 △0.25 ―

20年3月期第2四半期 10.97 ―

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 54,483 22,650 40.8 442.46
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2四半期  22,226百万円 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） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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  無  

(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2四半期  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2四半期  1,143,205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2四半期  50,235,954株 20年3月期第2四半期  51,267,727株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融不安が深刻

化する等、景気の減速基調が鮮明となりました。 

 当社グループの経営環境は、ポール需要は電力会社市場・通信会社市場・一般市場とも厳しい状況のも

と推移しました。また、パイル需要は、民間設備投資が弱含みに転じたこともあり、当四半期の全国需要

は前年並みにとどまりました。一方、土木製品については、公共投資の減少が続いており、引き続き厳し

い状況にありました。 

 このような経営環境下、当社グループは本年５月に策定した「2008年中期経営計画」の経営方針に則

り、コア事業である「ポール関連事業」「基礎事業」「土木製品事業」の営業力の強化および技術開発体

制の整備に努めるとともに、徹底的なコストダウンの推進によるコスト競争力の強化に注力してまいりま

した。 

 また、時代の要請に応えるため、コンクリートポールのリサイクル事業への進出を目的に、平成20年８

月に新会社を設立する一方、需要拡大が見込めないアース工事からの撤退を決定する等、経営環境の変化

にスピーディーな対応を図りました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は、前第２四半期連結累計期間比（以下

「前年同期比」といいます。）５.５％増の２０６億４千７百万円となりました。しかしながら、損益面

においては鉄筋、セメント等の原材料価格の高騰に対処して、グループを挙げてコストダウンの推進を図

る一方、売価の是正に努めましたが、コスト上昇分を吸収することができず、経常利益は前年同期比８

７.６％減の６千３百万円と大幅減益に、また、 終損益は四半期純損失１千２百万円（前年同期は５億

６千２百万円の純利益）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９.１％増の１６２億５千４百万円となり営業利益は、前年同期

比１８.１％減の８億４千１百万円となりました。 

 製品別の売上高は、ポール製品が、一般需要家向けポールで微減となったものの、配電線路用ポールが

引き続き底堅く推移するとともに、四国地区において通信線路用ポールを新たに納入開始する等、総じて

堅調に推移いたしました。これらにより、売上高は、前年同期比２.８％増の５０億７千８百万円となり

ました。また、パイル製品についても、古河工場の本格稼動が大径高支持力杭の供給面において寄与する

とともに、設計事務所、コンサル、ゼネコン等の顧客に密着した営業展開を促進した結果、商業施設、物

流倉庫向けの売上が伸張しました。この結果、売上高は前年同期比１８.４％増の９２億２百万円となり

ました。一方、土木製品については、経営組織の見直しを含め「選択と集中」を推進しており、当四半期

は、ＲＣセグメントが前年同期比増加したものの、モジュラーチ、Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ等の減少により、売上

高は、前年同期比１０.０％減の１９億７千２百万円となりました。 

  

②工事事業 

 工事事業については、パイル製品の売上増にともない杭打工事の施工件数は増加しておりますが、建築

基準法の改正にともなう確認申請の遅延等により、大型物件の完工が下期にずれ込む影響もあり、当四半

期の売上高は、前年同期比５.９％減の４３億９千２百万円となり、営業損失は２億２千４百万円（前年

同期は１億６千万円の営業利益）となりました。 

  

＊ 前年同期比増減率および前年同期額は、参考数値として記載しております。 

  

【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
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当第２四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。）１６

億１千４百万円増の５４４億８千３百万円となりました。  

 総資産増加の主な要因は、現金及び預金が前期末比６億７千５百万円減少し、受取手形及び売掛金が５

億９千２百万円減少しましたが、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１８億７千

２百万円増加し、投資有価証券が３億４千２百万円増加したことによります。  

 負債の合計は、前期末比１５億２千４百万円増の３１８億３千２百万円となりました。 

 負債増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が前期末比１０億５千万円増加したことによります。 

 純資産合計は、前期末比９千万円増の２２６億５千万円となりました。 

 これは主に、その他有価証券評価差額金が２億６千６百万円増加した一方、第２四半期累計期間の純損

失１千２百万円の計上及び配当金の支払い等により、利益剰余金が前期末比１億７千２百万円減少したこ

とによります。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計期間末の４１.９％から４０.８％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、１億８千６百万円となりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純利益７千万円、減価償却費１０億７千６百万円、売上債権の減少５億

９千２百万円、仕入債務の増加１０億５千万円等の資金増加要因が、たな卸資産の増加１８億７千２百万

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、６億９百万円となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得による支出が９億９百万円あり、投資有価証券の売却による収入１億４

千７百万円、貸付金の回収による収入１億５千７百万円等の収入を上回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、２億５千１百万円となりました。 

 これは主に、配当金の支払い額１億７千５百万円、長期借入金の返済による支出が８億２千９百万円あ

りましたが、一方、新規の長期借入金も８億円あったことによります。 

 以上の結果、当第２四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６

億７千５百万円減の１１億８千３百万円となりました。 

  

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年８月13日に発表いたしました業績予想から変

更はありません。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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

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
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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、当第２四半期連結累計期間の営業損失は4,180千円増

加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、4,180千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、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、当第２四半期連結累計期

間の営業損失は83,935千円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ84,305千円減少

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
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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 1,183,144 1,858,188 

受取手形及び売掛金 11,391,563 11,983,865 

商品及び製品 5,409,733 4,347,295 

仕掛品 1,604,769 1,030,033 

原材料及び貯蔵品 1,125,570 890,467 

その他 2,317,677 1,871,011 

貸倒引当金 △23,453 △17,341 

流動資産合計 23,009,005 21,963,520 

固定資産 

有形固定資産 

土地 12,955,062 12,589,601 

その他（純額） 7,878,371 8,021,301 

有形固定資産合計 20,833,434 20,610,903 

無形固定資産 

のれん 6,815 7,572 

その他 91,300 103,606 

無形固定資産合計 98,115 111,178 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,595,157 7,252,252 

その他 3,139,925 3,094,089 

貸倒引当金 △192,090 △163,372 

投資その他の資産合計 10,542,993 10,182,969 

固定資産合計 31,474,543 30,905,051 

資産合計 54,483,548 52,868,572 
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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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 9,084,463 8,034,041 

短期借入金 4,174,852 4,135,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,304,285 2,466,237 

未払法人税等 149,435 186,575 

引当金 469,011 505,459 

その他 3,092,202 2,652,234 

流動負債合計 19,274,250 17,979,549 

固定負債 

社債 650,000 700,000 

長期借入金 5,994,285 5,861,428 

引当金 243,139 237,146 

負ののれん 226,666 246,278 

その他 5,444,581 5,283,716 

固定負債合計 12,558,673 12,328,570 

負債合計 31,832,924 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 11,346,742 11,519,098 

自己株式 △237,801 △237,094 

株主資本合計 16,225,973 16,399,036 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,464,760 1,198,063 

土地再評価差額金 4,535,897 4,551,920 

評価・換算差額等合計 6,000,657 5,749,984 

少数株主持分 423,993 411,431 

純資産合計 22,650,624 22,560,452 

負債純資産合計 54,483,548 52,868,572 
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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 20,647,037 

売上原価 18,562,732 

売上総利益 2,084,305 

販売費及び一般管理費 2,151,317 

営業損失（△） △67,012 

営業外収益 

受取利息 43,932 

受取配当金 108,008 

負ののれん償却額 44,438 

持分法による投資利益 22,038 

受取賃貸料 104,972 

その他 61,278 

営業外収益合計 384,668 

営業外費用 

支払利息 102,492 

減価償却費 45,524 

退職給付会計基準変更時差異の処理額 22,968 

その他 83,466 

営業外費用合計 254,452 

経常利益 63,204 

特別利益 

固定資産売却益 69,512 

投資有価証券売却益 12,700 

貸倒引当金戻入額 5,038 

特別利益合計 87,250 

特別損失 

減損損失 63,637 

固定資産除却損 7,479 

投資有価証券評価損 6,039 

その他 2,977 

特別損失合計 80,134 

税金等調整前四半期純利益 70,319 

法人税、住民税及び事業税 137,886 

法人税等調整額 △73,158 

法人税等合計 64,727 

少数株主利益 18,086 

四半期純損失（△） △12,494 
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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 70,319 

減価償却費 1,076,493 

減損損失 63,637 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,829 

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,944 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,045 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 4,541 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,993 

受取利息及び受取配当金 △151,940 

支払利息 102,492 

持分法による投資損益（△は益） △22,038 

固定資産売却損益（△は益） △69,512 

固定資産除却損 7,479 

売上債権の増減額（△は増加） 592,302 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,872,277 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,050,421 

売上債権流動化預け金の増減額（△は増加） △130,877 

預け金の増減額（△は増加） △139,601 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △174,643 

その他 △104,653 

小計 299,976 

利息及び配当金の受取額 171,168 

利息の支払額 △97,737 

法人税等の支払額 △187,177 

営業活動によるキャッシュ・フロー 186,230 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出 △10,544 

投資有価証券の売却による収入 147,310 

有形固定資産の取得による支出 △909,917 

有形固定資産の売却による収入 30,250 

無形固定資産の取得による支出 △1,202 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△96,803 

貸付けによる支出 △200 

貸付金の回収による収入 157,742 

その他 73,517 

投資活動によるキャッシュ・フロー △609,846 

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） 5,000 

長期借入れによる収入 800,000 

長期借入金の返済による支出 △829,094 

社債の償還による支出 △50,000 

自己株式の取得による支出 △330 

配当金の支払額 △175,262 

少数株主への配当金の支払額 △1,741 

財務活動によるキャッシュ・フロー △251,428 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △675,044 

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 1,183,144 
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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。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

【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） 

 
(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」に記載のとおり「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（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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益は「製

品事業」が4,180千円減少しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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） 

 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） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

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） 

 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

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 16,254,114 4,392,923 20,647,037 ― 20,647,037

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,521 ― 1,521 (1,521) ―

計 16,255,635 4,392,923 20,648,558 (1,521) 20,647,037

営業利益又は営業損失（△） 841,844 △224,420 617,423 (684,435) △67,012

(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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前中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

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 19,571,807 100.0

Ⅱ 売上原価 17,163,206 87.7

売上総利益 2,408,601 12.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,956,584 10.0

営業利益 452,016 2.3

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 40,203

２ 受取配当金 53,113

３ 負ののれん償却額 35,021

４ 賃貸料収入 105,100

５ 持分法による投資利益 41,280

６ その他 37,381 312,101 1.6

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 86,362

２ 減価償却費 50,299

３ 退職給付会計基準 
  変更時差異処理額

22,968

４ その他 95,573 255,203 1.3

経常利益 508,914 2.6

Ⅵ 特別利益

１ 固定資産売却益 647

２ 貸倒引当金戻入益 22,364

３ 受取賠償金 78,493 101,506 0.5

Ⅶ 特別損失

１ 固定資産売却損 1,626

２ 固定資産除却損 9,830

３ 関係会社株式売却損 79,096 90,553 0.5

税金等調整前 
中間純利益

519,867 2.6

法人税、住民税 
及び事業税

153,294

法人税等調整額 △181,070 △27,775 △0.2

少数株主損失 14,890 0.1

中間純利益 562,533 2.9
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