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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 10,560 ― △411 ― △403 ― △338 ―

20年3月期第3四半期 13,442 28.4 177 ― 169 ― 99 ―

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3四半期 △19.13 ―

20年3月期第3四半期 5.63 ―

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3四半期 19,324 10,095 52.2 570.67
20年3月期 19,261 10,726 55.7 606.30

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,095百万円 20年3月期  10,726百万円

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  

（注）平成21年３月期の配当については、現在のところ具体的な金額は未定であります。  

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 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 18,580 △2.6 115 △75.8 75 △84.7 15 △96.0 0.85

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  

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） 

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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。 
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。  

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3四半期  17,930,000株 20年3月期  17,930,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  239,678株 20年3月期  238,884株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  17,690,737株 20年3月期第3四半期  17,688,675株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米大手証券会社リーマン・ブラザーズ破綻に端を発した世界的な

景気悪化の影響を受け、輸出は急速に落ち込み、企業の景況感は大幅に悪化しました。その結果、個人消費、設備投資

などの内需も弱含みとなり、景気の底打ちが見えない状況となっています。 

 当社グループの属する建設業界につきましては、土木事業分野では、市場面において公共工事の継続的縮減とゼネコ

ンの低価格入札により、競争激化と受注価格低下に見舞われると共に、コスト面においても、主材料の鉄筋価格は依然

高く、極めて厳しい状況が続いております。また、建築事業分野においても、雇用・所得環境の悪化や株式市場低迷に

よる金融資産の目減りなどを背景に、住宅購買意欲が減退し、厳しい事業環境が続いております。 

 このような状況下、当社グループは、業界トップ水準の技術力・収益力・財務体質を堅持・向上していくため、グル

ープをあげて構造改革－市場開拓による拡販と徹底したコスト削減－に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、105億60百万円（前年同期比21.4％減）となりました。収益面

においては、グループをあげて、外注加工費・資材購入費の低減、人件費・旅費等諸経費など固定費の徹底削減などの

対策を強力に推し進めたものの、価格低下と調達コストアップが影響し、営業損失は４億11百万円（前年同期は１億77

百万円の利益）、経常損失は４億３百万円（前年同期は１億69百万円の利益）、四半期純損失は３億38百万円（前年同

期は99百万円の利益）となりました。 

  

事業の種類別セグメント業績は次のとおりであります。 

土木事業 

土木事業全体の売上高は77億37百万円、営業損失は２億６百万円となりました。売上高の状況は以下のとおりです。

セグメント部門の売上高は、首都圏の道路向けプロジェクト及び上下水道向けプロジェクトが主流を占め、31億12百

万円となりました。 

プレス土木部門の売上高は、「溝形矢板」が主流を占め、７億11百万円となりました。  

ＲＣ土木部門の売上高は、従来から在来工法のプレキャスト化を推し進めておりますが、その代表製品である「モジ

ュラーチ」が主流を占め、32億88百万円となりました。 

  

建築事業 

建築事業の主力部門で戸建鉄筋コンクリート住宅を担当するレスコハウス株式会社は、「収益力強化」を最大課題と

してＣＳ（顧客満足）活動の推進による受注拡大とコスト削減に取り組んでおります。当第３四半期連結累計期間の建

築事業全体の売上高は28億22百万円、営業損失は２億５百万円となりました。 

  

 （１）資産、負債、純資産の状況 

   当第３四半期連結会計期間末の総資産は193億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ63百万円増加しまし

た。流動資産につきましては129億18百万円となり、６億69百万円増加しました。これは、受取手形及び売掛金

（前連結会計年度増減額△20億69百万円）が減少したものの、たな卸資産（同18億３百万円）・現金及び預金（同

６億51百万円）が増加したことが主な要因であります。固定資産につきましては、64億６百万円となり、６億６百

万円が減少しました。これは、投資有価証券（同△５億12百万円）・有形固定資産（同△２億37百万円）が減少し

たことが主な要因であります。 

   当第３四半期連結会計期間末の負債は92億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億93百万円増加しまし

た。流動負債につきましては83億21百万円となり、６億82百万円増加しました。これは、短期借入金（同３億93百

万円）・支払手形及び買掛金（同３億34百万円）が増加したことが主な要因であります。固定負債につきまして

は、前連結会計年度に比べ11百万円増の９億８百万円となりました。 

   当第３四半期連結会計期間末の純資産は100億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億30百万円減少しま

した。これは、利益剰余金（同△３億91百万円）・その他有価証券評価差額金（同△２億39百万円）が減少したこ

とが主な要因であります。 

  

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 



 （２）キャッシュ・フローの状況 

   当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

６億51百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には17億36百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、４億81百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純

損失（△５億11百万円）、売上債権の減少額（20億69百万円）、減価償却費（３億91百万円）、仕入債務の増加額

（３億34百万円）等の資金増加と、たな卸資産の増加額（△18億３百万円）等の資金減少によるものであります。

（投資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・フローは、１億51百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出（△

１億49百万円）が主なものであります。 

（財務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・フローは、３億20百万円の収入となりました。短期借入金の増加額（４億円)が主

なものであります。 

  

  平成21年３月期の通期連結業績予想については、平成20年10月31日に発表した業績予想に変更はありません。  

  

該当事項はありません。 

   

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 

① 簡便な会計処理 

1) 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率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

度決算において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

2) 棚卸資産の評価方法 

 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に係る実地棚卸高を基礎として合理的な

方法により算定しております。 

 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、簿価切下げを行っております。 

3) 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の減価償却費については、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しております。 

4) 繰延税金資産の回収可能性の判断 

 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に著しい変化が生

じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について著しい変化がないと認められるため、前連結会計年

度決算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 

  税金費用については、主として当第３四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  



 ① 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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によってお

りましたが、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」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（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）により算定しております。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それ

ぞれ35,905千円増加しております。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 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月

30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用すること

ができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。 

  これによる、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える

影響はありません。  

  

（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 

（４）追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 平成20年度の法人税法改正に伴い、機械装置については、改正後の法定耐用年数を適用し、第１四半期連結

会計期間より耐用年数の短縮を行っております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

18,551千円増加しております。 

 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。 

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,736,538 1,084,977

受取手形及び売掛金 5,128,645 7,197,693

商品 25,874 519

製品 3,166,224 2,180,572

原材料 689,453 490,226

仕掛品 1,154,807 499,778

貯蔵品 424,799 486,381

その他 609,854 335,458

貸倒引当金 △18,193 △26,692

流動資産合計 12,918,005 12,248,915

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,369,217 1,477,579

機械装置及び運搬具（純額） 690,791 805,957

土地 2,752,434 2,752,434

建設仮勘定 7,930 －

その他（純額） 249,012 271,100

有形固定資産合計 5,069,386 5,307,072

無形固定資産 82,543 102,801

投資その他の資産   

投資有価証券 874,202 1,386,914

その他 526,811 337,813

貸倒引当金 △146,083 △121,705

投資その他の資産合計 1,254,930 1,603,022

固定資産合計 6,406,860 7,012,895

資産合計 19,324,866 19,261,811



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,030,865 3,696,015

短期借入金 2,218,750 1,825,000

未払費用 915,907 1,049,168

未払法人税等 30,986 28,290

賞与引当金 96,755 203,006

完成工事補償引当金 26,757 28,805

工事損失引当金 10,751 －

その他 990,428 808,524

流動負債合計 8,321,201 7,638,810

固定負債   

長期借入金 700,000 712,500

退職給付引当金 31,396 15,169

役員退職慰労引当金 79,519 77,784

その他 97,342 91,451

固定負債合計 908,258 896,906

負債合計 9,229,460 8,535,716

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,352,250 3,352,250

資本剰余金 2,868,896 2,868,896

利益剰余金 3,816,201 4,207,784

自己株式 △116,120 △116,036

株主資本合計 9,921,227 10,312,894

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 174,179 413,482

繰延ヘッジ損益 － △282

評価・換算差額等合計 174,179 413,200

純資産合計 10,095,406 10,726,095

負債純資産合計 19,324,866 19,261,811



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,560,590

売上原価 8,766,712

売上総利益 1,793,878

販売費及び一般管理費 2,205,737

営業損失（△） △411,858

営業外収益  

受取利息 670

受取配当金 21,188

受取ロイヤリティー 7,225

その他 6,754

営業外収益合計 35,839

営業外費用  

支払利息 26,204

その他 1,480

営業外費用合計 27,684

経常損失（△） △403,704

特別利益  

貸倒引当金戻入額 10,274

ゴルフ会員権売却益 73

特別利益合計 10,348

特別損失  

投資有価証券評価損 109,032

固定資産除却損 9,357

特別損失合計 118,390

税金等調整前四半期純損失（△） △511,746

法人税等 △173,236

四半期純損失（△） △338,510



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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損失（△） △511,746

減価償却費 391,396

投資有価証券評価損益（△は益） 109,032

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,879

受取利息及び受取配当金 △21,858

支払利息 26,204

売上債権の増減額（△は増加） 2,069,047

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,803,681

仕入債務の増減額（△は減少） 334,849

その他 △110,581

小計 498,542

利息及び配当金の受取額 21,858

利息の支払額 △23,165

法人税等の支払額 △15,256

営業活動によるキャッシュ・フロー 481,979

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △149,876

有形固定資産の売却による収入 9,342

その他 △10,763

投資活動によるキャッシュ・フロー △151,297

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） 400,000

長期借入金の返済による支出 △18,750

配当金の支払額 △53,101

その他 △7,269

財務活動によるキャッシュ・フロー 320,879

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 651,561

現金及び現金同等物の期首残高 1,084,977

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,736,538



 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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、製品の用途によって区分しております。 

２．各事業の主な製品 

(1）土木事業…セグメント、プレス土木及びＲＣ土木製品の製造・販売、並びに、これ等に係る土木工事 

(2）建築事業…コンクリート系プレハブ住宅の設計・施工・販売・補修、コンクリート部材の製造・販売 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．（3)②に記載のとおり、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（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）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て、当第３四半期連結累計期間の営業損失が、土木事業で35,460千円、建築事業

で444千円増加しております。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 平成20年度の法人税法改正に伴い、機械装置については、改正後の法定耐用年数を適用し、第１四半期連

結会計期間より耐用年数の短縮を行っております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、

当第３四半期連結累計期間の営業損失は、土木事業が17,580千円、建築事業が971千円それぞれ増加してお

ります。 

   

  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  海外売上高がないため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〕 

  
土木事業
（千円） 

建築事業
（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  7,737,760  2,822,830  10,560,590  －  10,560,590

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 11,686  －  11,686  (11,686)  －

計  7,749,447  2,822,830  10,572,277  (11,686)  10,560,590

営業損失（△）  △206,118  △205,740  △411,858  －  △411,858

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。  

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  13,442

Ⅱ 売上原価  10,893

売上総利益  2,548

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,371

営業利益  177

Ⅳ 営業外収益  45

 １．受取利息 －

 ２．受取配当金  21

 ３．その他  24

Ⅴ 営業外費用  53

 １．支払利息  31

 ２．その他  21

経常利益  169

Ⅵ 特別利益  20

 １．貸倒引当金戻入額      13

 ２．関係会社株式売却益      5

 ３．その他  1

Ⅶ 特別損失  103

 １．投資有価証券評価損 －

 ２．減損損失  98

 ３．その他  4

税金等調整前四半期純利益  86

税金費用 △12

四半期純利益  99
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