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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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5月期第3四半期 4,827 △0.6 60 ― 17 ― △48 ―
20年5月期第3四半期 4,857 △4.3 △151 ― △181 ― △204 ―

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5月期第3四半期 △6.96 ―
20年5月期第3四半期 △29.22 ―

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5月期第3四半期 8,213 2,497 30.4 356.11
20年5月期 7,810 2,628 33.6 374.59

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  2,495百万円 20年5月期  2,625百万円

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  有  
 

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5月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年5月期 ― ― ―
21年5月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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  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

通期 6,200 △1.2 100 ― 50 ― △30 ― △4.28
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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、５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） 

(注) 詳細は、５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．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．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いて作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数
値と異なる可能性があります。 

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5月期第3四半期 7,275,194株 20年5月期  7,275,194株
② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  268,239株 20年5月期  267,442株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第3四半期 7,007,221株 20年5月期第3四半期 7,008,989株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を背景とした米国発の世界
的な金融危機や円高による影響が実体経済に波及し、企業収益の悪化に加え雇用・賃金の情勢においても
悪化基調が強まり、景気の後退傾向が顕著になりました。 
当社の関連するコンクリート製品業界におきましても、需要の大半を占めております公共事業が財政問

題等から総じて縮減傾向にあり、厳しい競争状態が続く中、鋼材・セメントなどの原材料価格は依然とし
て高く、コスト面においても厳しい環境が続いております。 
このような状況下におきまして、当社グル－プは、原材料価格の上昇を織り込んだ販売価格の是正を業

績回復のための 優先課題として取り組んでまいりました。また従来からの基本方針通り、大雨洪水や地
震等への都市防災・ライフラインの再構築及び落石雪崩防護柵等の防災関連製品等、公共事業の中でも比
較的ニーズが高いと思われる分野に対して、積極的に提案営業を展開しました。 
この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が48億27百万円、営業利益は60百万円、経常利

益は17百万円となりました。四半期純損益については「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用による
棚卸資産評価損24百万円及び投資有価証券評価損21百万円等を特別損失として計上したことなどもあり、
48百万円の損失となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績概況は次のとおりであります。 

①コンクリート等製品事業 

・ヒューム管および円形マンホール等遠心力締固めコンクリート製品につきましては、販売価格の是正
が進展し、付加価値の高い「セミシールドパイプ」の売上も増加するなど収益性が改善しております
が、特にヒューム管の出荷減少により、売上高は11億60百万円となりました。 

・振動締固めコンクリート製品につきましては、全体として需要が低迷し出荷が伸び悩む中で、主力製
品の耐震性ボックスカルバート「ＳＪ-ＢＯＸ」の売上は順調に拡大しました。都市部での浸水対策
等に使用される「組立式超大口径推進管」の出荷とともに他製品の落込みをカバーし、売上高は21億
68百万円となりました。 

・防災製品につきましては、落石防護柵である「ＲＳＳ」「ＭＪネット」「ループフェンス」等の出荷
がやや低調でしたが、斜面受圧板ＰＵＣの出荷が増加し、売上高は５億88百万円となりました。 

・商品につきましては、昨年から引続き利益率の高い案件を優先するなど選別して対応しており、売上
高は４億47百万円となりました。 

・以上の結果、当第３四半期連結累計期間におけるコンクリート等製品事業の売上高は43億65百万円、
営業利益は１億62百万円となりました。 

②工事事業 

防災工事を主体に受注が増加しており、当第３四半期連結累計期間における工事売上高は４億62百万
円、営業利益は12百万円となりました。 

  

・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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(1) 資産、負債及び純資産の状況 

① 資産 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は82億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ４

億２百万円増加しました。流動資産は売上債権及びたな卸資産の増加を主要因に６億27百万円増加

し、固定資産は有形固定資産の減少と、投資有価証券および長期貸付金の減少を主な要因として２

億24百万円減少しました。 

② 負債 

当第３四半期連結会計期間末における総負債は57億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ５

億34百万円増加しました。流動負債は４億31百万円増加しましたが、これは短期借入金の増加２億

21百万円と仕入債務の増加１億２百万円等を主な要因とするものです。固定負債は社債・長期借入

金の増加65百万円と退職給付引当金の増加52百万円を主要因に１億２百万円増加しました。 

③ 純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は四半期純損失48百万円の計上及びその他有価証券

評価差額金の減少80百万円等により、前連結会計年度末に比べ１億31百万円減少し24億97百万円と

なりました。 

  

(2) キャッシュフローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は10億25百万円となり、前連結会

計年度末に比べ６百万円増加いたしました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果減少した資金は55百万円となりました。これは売上債権の増加４億21百万円、た

な卸資産の増加２億16百万円等の資金減少要因に対し減価償却費２億71百万円、仕入債務の増加１

億２百万円等の資金増加要因があったことによるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果減少した資金は１億99百万円となりました。これは型枠等有形固定資産の取得に

よる支出２億28百万円を主な要因とするものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果増加した資金は２億61百万円となりました。これは主として短期借入金の純増２

億21百万円によるものです。 

  

当第３四半期累計期間における業績の進捗状況を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年
７月18日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。また、誠に遺憾ではありますが
平成21年５月期の期末配当を見送りとさせていただきます。 
 詳細につきましては、本日別途開示いたしました「特別損失の発生、業績予想の修正及び配当予想の
修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
 今後、業績予想に関して修正の必要性が生じた場合には、速やかに開示してまいります。 

  

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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該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 
 ・棚卸資産の評価方法 

当第３四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
又は第２四半期連結会計期間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。 
 ・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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
する方法によっております。 

 ・退職給付費用の算定方法  
当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額（簡便法）に基づき、連結会計年

度に係る退職給付費用の額を期間按分する方法によっております。 
 ・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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
 該当事項はありません。 

  

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 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（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３四半期累計期間の税金等調整前四半期純損失
が24,724千円増加しております。 

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３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,045,418 1,018,943

受取手形及び売掛金 3,024,574 2,603,362

商品及び製品 1,636,012 1,576,908

未成工事支出金 178,021 20,901

原材料及び貯蔵品 280,393 279,907

その他 71,195 116,854

貸倒引当金 △14,133 △22,646

流動資産合計 6,221,482 5,594,230

固定資産   

有形固定資産   

土地 820,385 764,522

その他（純額） 906,409 1,008,351

有形固定資産合計 1,726,794 1,772,873

無形固定資産 49,164 51,560

投資その他の資産   

その他 259,844 423,225

貸倒引当金 △43,450 △30,940

投資その他の資産合計 216,393 392,284

固定資産合計 1,992,352 2,216,718

資産合計 8,213,834 7,810,949

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,574,670 1,471,870

短期借入金 1,851,000 1,630,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 144,750

1年内償還予定の社債 50,000 30,000

未払法人税等 13,112 21,000

その他 476,161 335,620

流動負債合計 4,064,943 3,633,242

固定負債   

社債 945,000 895,000

長期借入金 450,000 435,000

繰延税金負債 － 12,140

退職給付引当金 141,595 88,624

役員退職慰労引当金 114,930 118,130

固定負債合計 1,651,525 1,548,894

負債合計 5,716,469 5,182,137
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,956,930 1,956,930

資本剰余金 639,418 963,280

利益剰余金 △34,494 △309,592

自己株式 △35,541 △35,459

株主資本合計 2,526,313 2,575,158

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △31,069 49,906

評価・換算差額等合計 △31,069 49,906

少数株主持分 2,121 3,746

純資産合計 2,497,365 2,628,811

負債純資産合計 8,213,834 7,810,949
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(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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 4,827,764

売上原価 3,903,976

売上総利益 923,788

販売費及び一般管理費 862,924

営業利益 60,864

営業外収益  

受取利息 8,635

受取配当金 3,182

その他 10,355

営業外収益合計 22,172

営業外費用  

支払利息 56,818

その他 8,445

営業外費用合計 65,264

経常利益 17,772

特別利益  

固定資産売却益 71

特別利益合計 71

特別損失  

固定資産除却損 5,456

固定資産売却損 9

投資有価証券評価損 21,348

関係会社清算損 641

貸倒引当金繰入額 5,141

たな卸資産評価損 24,724

特別損失合計 57,322

税金等調整前四半期純損失（△） △39,479

法人税、住民税及び事業税 10,909

法人税等合計 10,909

少数株主損失（△） △1,625

四半期純損失（△） △48,763
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28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（△） △39,479

減価償却費 271,516

投資有価証券評価損益（△は益） 21,348

固定資産除却損 5,456

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,997

退職給付引当金の増減額（△は減少） 52,971

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,200

受取利息及び受取配当金 △11,817

支払利息 56,818

関係会社清算損益（△は益） 641

固定資産売却損益（△は益） △61

売上債権の増減額（△は増加） △421,212

たな卸資産の増減額（△は増加） △216,710

仕入債務の増減額（△は減少） 102,799

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,821

未払費用の増減額（△は減少） 39,191

その他 135,923

小計 6,004

利息及び配当金の受取額 11,817

利息の支払額 △55,828

法人税等の支払額 △17,648

営業活動によるキャッシュ・フロー △55,654

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） △20,000

有形固定資産の取得による支出 △228,749

有形固定資産の売却による収入 350

無形固定資産の取得による支出 △7,030

関係会社の整理による収入 1,204

貸付けによる支出 △12,000

貸付金の回収による収入 60,694

その他 6,491

投資活動によるキャッシュ・フロー △199,039

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） 221,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △129,750

社債の発行による収入 100,000

社債の償還による支出 △30,000

自己株式の取得による支出 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー 261,168

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,474

現金及び現金同等物の期首残高 1,018,943

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,025,418
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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。 

  

該当事項なし 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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 各区分の主な製品 

(1) コンクリート等製品事業……ヒューム管、マンホール、ボックスカルバート、モジュラーチ、 

             防災製品（落石防護柵、斜面受圧板）等 

(2) 工事事業………………………コンクリート製品据付工事、防災製品据付工事等 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、記載を省略しております。 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

コンクリート等
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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,365,139 462,625 4,827,764 ― 4,827,764

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,365,139 462,625 4,827,764 ― 4,827,764

  営業利益 162,377 12,790 175,167 （114,302) 60,864

② 所在地別セグメント情報

③ 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
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

 （要約）四半期連結損益計算書

科      目

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年６月１日  
  至 平成20年２月29日）

金額（千円）

Ⅰ 売  上  高 4,857,501

Ⅱ 売  上  原  価 4,095,378

     売 上 総 利 益 762,122

Ⅲ 販売費及び一般管理費 913,417

    営 業 損 失 151,294

Ⅳ 営 業 外 収 益 34,658

Ⅴ 営 業 外 費 用 65,259

    経  常  損  失 181,895

Ⅵ 特 別 利 益 140

Ⅶ 特 別 損 失 12,213

税金等調整前四半期純損失 193,968

法人税・住民税及び事業税 11,101

少数株主損失 245

四半期純損失 204,824
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