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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 5,343 △3.7 △78 ― △76 ― △90 ―

20年3月期 5,547 △5.5 62 △48.6 80 △46.0 86 △37.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △4.93 ― △2.9 △1.4 △1.5

20年3月期 4.74 ― 2.6 1.4 1.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 5,379 2,929 54.4 159.90
20年3月期 5,530 3,326 60.1 181.42

（参考） 自己資本   21年3月期  2,925百万円 20年3月期  3,321百万円

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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △1 △171 △117 1,274
20年3月期 30 △86 △76 1,564

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 54 63.3 1.6
21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 54 ― 1.8

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 3.00 3.00 54.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

2,000 7.7 △200 ― △195 ― △195 ― △10.65

通期 6,000 12.3 100 ― 110 ― 110 ― 6.01



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、１３ページ「連結財務諸表作製のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、３２ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 18,622,544株 20年3月期 18,622,544株

② 期末自己株式数 21年3月期  327,681株 20年3月期  311,872株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 5,076 △2.7 △80 ― △77 ― △90 ―

20年3月期 5,217 △6.5 55 △52.6 75 △48.5 76 △42.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △4.97 ―

20年3月期 4.17 ―

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 5,270 2,900 55.0 158.57
20年3月期 5,362 3,298 61.5 180.13

（参考） 自己資本 21年3月期  2,900百万円 20年3月期  3,298百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、4ページ「次期の見通し」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

1,800 3.6 △200 ― △195 ― △195 ― △10.65

通期 5,600 10.3 100 ― 110 ― 110 ― 6.01



１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、下期に入り世界的な景気の急減速を受けて大変厳しい状況に直面いたしま

した。

　また、平成20年度の公共投資は政府の公共事業関連予算が前年度よりも減少となったことから引き続き低調に推移

いたしました。

　このような情勢のもと、当社グループは従来の消波根固用ブロック、護岸ブロックなどの主力製品に加えて、海岸・

港湾・漁港分野へ優れた消波性能を備えたブロックの普及や堤防強化浸透対策工法ブロックなどの製品開発、改良を

行い、当社グループ製品の技術的信頼を活かした提案営業に取り組みましたが、公共事業関連予算の前年度比減少の

影響を受け、当連結会計年度の売上高は5,343百万円（前期比3.7％減）となりました。

事業別の売上高は、型枠貸与事業が1,488百万円（前期比6.3％増）と順調に推移したものの、環境土木製品販売事業

が3,854百万円（前期比7.1％減）とコンクリート二次製品の売上高が減少し、前期よりも低調に推移いたしました。

収益面では、売上高の減少による売上総利益の減少を主因として当連結会計年度の営業損失が78百万円（前期は62百

万円の営業利益）、経常損失が76百万円（前期は80百万円の経常利益）、当期純損失が90百万円（前期は86百万円の

純利益）となりました。

(2）財政状態に関する分析

　当連結会計年度末における総資産は5,379百万円となり、前連結会計年度末比150百万円の減少となりました。その

主な要因は、リース取引に関する会計基準の適用によるリース資産の増加453百万円と現金及び預金の減少290百万円

と株式市場の下落による投資有価証券の減少345百万円等によるものであります。

　また、純資産は2,929百万円となり、前連結会計年度末比396百万円の減少となりました。その主な要因は、当期純

損失及び剰余金の配当による利益剰余金の減少145百万円とその他有価証券評価差額金の減少250百万円等によるもの

であります。

（キャッシュ・フローの状況）

　当連結会計年度末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、290百万円減少

し、1,274百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況については、以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により支出した資金は1百万円(前年同期比31百万円支出増）でした。主に減価償却費270百万円(前年同

期比110百万円増）、売上債権の減少22百万円(前年同期比392百万円減）による収入と税金等調整前当期純損失76百

万円(前年同期比178百万円増）、仕入債務の減少162百万円(前年同期比459百万円減）、たな卸資産の増加59百万円

(前年同期比29百万円増）の支出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）

　投資活動により支出した資金は171百万円(前年同期比85百万円支出増）でした。主に鋼製型枠等有形固定資産の

取得168百万円(前年同期比109百万円増）の支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により支出した資金は117百万円(前年同期比41百万円支出増）でした。主に長期借入金の返済による支

出10百万円(前年同期比10百万円減）、剰余金の配当金等の支出54百万円(前年同期比0百万円増）、リース債務の返

済による支出52百万円(前年同期比52百万円増）によるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 
平成１７年
３月期

平成１８年
３月期

平成１９年
３月期

平成２０年
３月期

平成２１年
３月期

自己資本比率　（％） 53.2 57.3 54.7 60.1 54.5

時価ベースの自己資本比率

　（％）
52.1 63.3 46.3 29.8 17.7

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率　（％）
－ 23.9 6.8 41.6 －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ　（倍）
－ 138.2 439.4 57.0 －



　自己資本比率　：　自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本率　：　株式時価総額／総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率　：　有利子負債／キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　キャッシュ・フロー／利払い

　（注１）連結キャッシュ・フロー計算書は平成１７年３月期より、作成しております。

　（注２）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　（注３）株式時価総額は自己株式を除く発行済み株式数をベースに計算しております。

　（注４）キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。

　（注５）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。

　（注６）平成１７年３月期及び平成２１年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスとなっておりますので記載しておりません。

(3）次期の見通し

　平成21年度における公共工事関連業界は、政府の経済危機対策により公共投資予算の減少傾向に変化の兆しがあ

りますが、依然として厳しい状況が続くことが予想されます。当社グループに置きましては、技術に裏づけされた

信頼される製品の改良、新製品・新工法の開発姿勢を常に保ちながら、少人数ながら効率的な事業体制で提案営業

活動を行い、型枠貸与事業においては売上高1,700百万円（今年度比7.5％増）、環境土木製品販売事業においては

売上高4,300百万円（同11.5％増）、全売上高で6,000百万円（同12.2％増）を予想しております。また利益面では

営業利益100百万円、経常利益110百万円、当期純利益110 百万円を予想しております。

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付け、当該期の業績および先行き

の見通し等を踏まえながら、内部留保とのバランスを考慮しつつ安定的に配当を実施して行くことを基本方針として

おります。

　なお、今期の期末配当金は1株あたり3円とさせていただく予定でございます。

　また、平成22年3月期におきましても1株あたり3円の期末配当を予定しております。

　当事業年度の剰余金の配当は次のとおりであります。

　決議年月日および決議機関　平成21年6月26日第46回定時株主総会決議

　配当金の総額　　　　　  　54百万円

　1株当たりの配当額　　　　　  　3円

(5）事業等のリスク

　当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには次のものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

① 公共工事関連予算の執行リスク

　当社グループ売上の大部分は官公庁発注の工事関連であり、発注の遅れや事業の中止などで業績に影響を与える可

能性があります。

② 販売先の信用リスク

　当社グループの販売先は大部分が土木建設業です。永年にわたる公共工事の減少、競争の激化から経営不振に陥り、

売上債権の回収が出来なくなる可能性があります。

③ 資材価格の変動リスク

　鋼材や生コンなどの建設資材の高騰で当社グループの仕入価格が上昇し、それを販売価格に転嫁できないときには

業績に影響を与える可能性があります。

④ 製品納入リスク

　当社グループは自社工場を持たず、コンクリート製品はすべて製造委託しておりますが、委託先の経営状態が悪化

し、製造が停止した場合は、当社の納入義務が果たせなくなる可能性があります。



２．企業集団の状況

　当社グループは、当社、連結子会社１社および関連会社１社で構成され、製品およびサービスの販売方法の類似性

から消波根固用ブロックの製造用鋼製型枠の貸与および生態系保全、景観修景に関わる河川、道路、公園等のコンク

リート二次製品の製造用鋼製型枠の貸与と消波根固用ブロック製品、消波根固用自然石製品、生態系保全、景観修景

に関わる河川、道路、公園等のコンクリート二次製品、土木吸出防止、洗掘防止、遮水等の土木用シートマットの製

品等の販売、および土木工事施工を主な事業としております。

 顧  客 

当  社 

型
枠
の
賃
貸 

環
境
関
連
製
品
の
販
売 

土
木
シ
ー
ト
の
販
売 

型
枠
の
賃
貸 
連結子会社 
東洋水研（株） 

環
境
関
連
製
品
の
販
売 

土
木
工
事
の
施
工 

　当社グループの売上構成は、つぎのとおりであります。

部門 内容

売上高（千円）
（売上構成比率）（％）

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

型枠貸与事業

消波根固用ブロックの製造用鋼製型

枠の貸与、および生態系保全、景観

修景に関わる河川、道路、公園等の

コンクリート二次製品の製造用鋼製

型枠の貸与

1,488,671

(27.9)

環境土木製品

販売事業

消波根固用ブロック製品、消波根固

用自然石製品、生態系保全、景観修

景に関わる河川、道路、公園等のコ

ンクリート二次製品、土砂吸出防止、

洗掘防止、遮水等の土木用シート

マットの製品等の販売

3,854,479

(72.1)

計
5,343,151

(100.0)



３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは，「技術とアイデアによる知識集約企業」として、工業所有権に基づいた技術開発を軸に、あらゆ

る工学分野を融合し、美しい自然環境と住民の安全で豊かな生活環境を守り、快適な未来社会の創造に貢献すること

を基本方針としております。　

(2）目標とする経営指標

　公共投資予算の減少が引き続き予想される中、売上高の大きな伸びは期待しにくい状況であります。競争が激化す

るマーケットの中で、利益の採れる新製品の開発、他社との提携、営業の更なる効率化など、弾力的で効率的な経営

に注力し、総資産利益率（ROA）6％を当面の目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　公共事業の縮小傾向が続くなかで売上、利益を確保して行くために、①これからの社会資本整備のあり方をしっか

り捉え、社会に価値を生み出す新事業・新製品の開発、②少人数で最大の利益をあげるための既存事業の選択と集中、

③更なる効率的な営業体制、営業方法の開発、④最大限の利益を目指すための協力会社ネットワークおよび新たな協

力・提携関係の構築に注力してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　政府の経済危機対策により、公共投資予算の減少傾向に変化の兆しがありますが、公共工事関連業界は依然として

厳しい状況が続くと思われます。

当社グループにおきましては、公共工事関連業界の中で、最終利益を計上し、強固な財務体質を維持し、配当を継続

して行くことが当面の課題であります。

そのためには技術に裏づけされた信頼される製品の改良、新製品・新工法の開発姿勢を常に保ちながら、少人数で効

率的な営業体制の確立、原価・経費の厳格な管理手法の確立に全社をあげて努めて参ります。



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,759,950 1,469,330

受取手形及び売掛金 2,353,522 2,335,592

たな卸資産 151,716 －

商品及び製品 － 162,657

原材料及び貯蔵品 － 22,851

その他 35,887 63,871

貸倒引当金 △14,522 △22,822

流動資産合計 4,286,554 4,031,480

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 44,934 44,934

減価償却累計額 △30,298 △31,968

建物及び構築物（純額） 14,635 12,965

鋼製型枠 ※1  2,675,631 ※1  2,785,862

減価償却累計額 △2,437,328 △2,549,551

鋼製型枠（純額） 238,303 236,311

機械装置及び運搬具 47,135 46,518

減価償却累計額 △43,405 △33,946

機械装置及び運搬具（純額） 3,729 12,571

土地 13,073 13,073

リース資産 － 507,125

減価償却累計額 － △53,857

リース資産（純額） － 453,267

その他 26,653 30,642

減価償却累計額 △19,203 △23,680

その他（純額） 7,449 6,961

有形固定資産合計 277,191 735,151

無形固定資産 60,730 52,530

投資その他の資産   

投資有価証券 748,918 403,625

その他 327,084 331,715

貸倒引当金 △169,928 △174,629

投資その他の資産合計 906,073 560,711

固定資産合計 1,243,995 1,348,393

資産合計 5,530,550 5,379,874



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,743,035 1,561,018

1年内返済予定の長期借入金 10,000 2,500

未払金 101,309 102,541

リース債務 － 127,380

未払法人税等 19,509 19,242

その他 105,872 122,255

流動負債合計 1,979,726 1,934,939

固定負債   

長期借入金 2,500 －

リース債務 － 367,872

繰延税金負債 137,144 42,170

退職給付引当金 59,645 77,386

役員退職慰労引当金 25,459 27,916

固定負債合計 224,748 515,345

負債合計 2,204,475 2,450,284

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,004,427 1,004,427

資本剰余金 541,691 541,691

利益剰余金 1,516,582 1,371,108

自己株式 △57,321 △58,078

株主資本合計 3,005,380 2,859,148

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 316,453 66,134

評価・換算差額等合計 316,453 66,134

少数株主持分 4,241 4,305

純資産合計 3,326,075 2,929,589

負債純資産合計 5,530,550 5,379,874



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 5,547,683 5,343,151

売上原価 4,317,714 4,180,752

売上総利益 1,229,969 1,162,399

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  1,167,879 ※1, ※2  1,240,576

営業利益又は営業損失（△） 62,090 △78,177

営業外収益   

受取利息 3,145 2,666

受取配当金 10,451 11,037

たな卸資産処分益 7,152 4,691

その他 2,455 2,577

営業外収益合計 23,204 20,972

営業外費用   

支払利息 526 7,082

たな卸資産処分損 4,263 12,433

営業外費用合計 4,790 19,516

経常利益又は経常損失（△） 80,504 △76,720

特別利益   

固定資産処分益 ※3  17,757 －

貸倒引当金戻入額 7,037 －

固定資産売却益 － ※4  52

特別利益合計 24,794 52

特別損失   

固定資産処分損 ※5  1,005 ※5  47

減損損失 ※6  2,400 －

その他 76 －

特別損失合計 3,482 47

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

101,816 △76,716

法人税、住民税及び事業税 13,452 13,380

法人税等合計 13,452 13,380

少数株主利益 1,528 63

当期純利益又は当期純損失（△） 86,835 △90,160



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,004,427 1,004,427

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,004,427 1,004,427

資本剰余金   

前期末残高 541,691 541,691

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 541,691 541,691

利益剰余金   

前期末残高 1,484,777 1,516,582

当期変動額   

剰余金の配当 △54,987 △54,932

当期純利益又は当期純損失（△） 86,835 △90,160

自己株式の処分 △42 △381

当期変動額合計 31,805 △145,474

当期末残高 1,516,582 1,371,108

自己株式   

前期末残高 △54,780 △57,321

当期変動額   

自己株式の取得 △2,640 △1,456

自己株式の処分 100 699

当期変動額合計 △2,540 △757

当期末残高 △57,321 △58,078

株主資本合計   

前期末残高 2,976,115 3,005,380

当期変動額   

剰余金の配当 △54,987 △54,932

当期純利益又は当期純損失（△） 86,835 △90,160

自己株式の取得 △2,640 △1,456

自己株式の処分 57 317

当期変動額合計 29,264 △146,231

当期末残高 3,005,380 2,859,148



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 489,077 316,453

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172,623 △250,318

当期変動額合計 △172,623 △250,318

当期末残高 316,453 66,134

評価・換算差額等合計   

前期末残高 489,077 316,453

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172,623 △250,318

当期変動額合計 △172,623 △250,318

当期末残高 316,453 66,134

少数株主持分   

前期末残高 2,713 4,241

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,528 63

当期変動額合計 1,528 63

当期末残高 4,241 4,305

純資産合計   

前期末残高 3,467,906 3,326,075

当期変動額   

剰余金の配当 △54,987 △54,932

当期純利益又は当期純損失（△） 86,835 △90,160

自己株式の取得 △2,640 △1,456

自己株式の処分 57 317

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △171,095 △250,254

当期変動額合計 △141,830 △396,486

当期末残高 3,326,075 2,929,589



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

101,816 △76,716

減価償却費 159,939 270,619

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,501 13,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,170 2,457

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,151 17,741

受取利息及び受取配当金 △13,596 △13,703

支払利息 526 7,082

減損損失 2,400 －

固定資産処分益 △17,757 △52

固定資産処分損 1,005 47

売上債権の増減額（△は増加） 414,396 22,370

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,406 △59,285

仕入債務の増減額（△は減少） △622,331 △162,693

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,514 1,080

その他 11,864 △16,079

小計 31,191 5,868

利息及び配当金の受取額 13,591 13,728

利息の支払額 △526 △7,082

法人税等の支払額 △14,243 △13,556

営業活動によるキャッシュ・フロー 30,013 △1,042

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 △390,000 △390,000

定期預金の払戻による収入 390,000 390,000

有形固定資産の取得による支出 △59,444 △168,766

有形固定資産の売却による収入 12,199 1,393

その他 △38,912 △4,591

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,158 △171,964

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △20,000 △10,000

自己株式の取得による支出 △2,640 △1,456

自己株式の売却による収入 57 317

リース債務の返済による支出 － △52,046

配当金の支払額 △53,891 △54,428

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,474 △117,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,619 △290,619

現金及び現金同等物の期首残高 1,697,569 ※1  1,564,950

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,564,950 ※1  1,274,330



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社数　　１社

連結子会社名　　東洋水研株式会社

連結子会社数　　１社

連結子会社名　　同左

 非連結子会社の名称等 非連結子会社の名称等

 　　　　　　　　該当ありません。 同左

２．持分法の適用に関する事

項

 

 

 

 

　(1）持分法適用の関連会社 　　　　　　　　該当ありません。 同左

　(2）持分法を適用していな

い関連会社

㈱コウガクは、当期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等か

らみて、持分法の対象から除いても連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため持分法の適

用範囲から除外しております。

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。

同左

 

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 当連結会計年度末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算

定しております。)

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 ②たな卸資産

イ　商品 

　　移動平均法による原価法

 

 

──────

②たな卸資産

イ　商品　　　 　

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

 (会計方針の変更)

　商品は、従来、移動平均法による原価法

によっておりましたが、当連結会計年度

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、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。

　 これによる影響額は軽微であります。



項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 ロ　貯蔵品　

  　最終仕入原価法による原価法

 

 

──────

ロ　貯蔵品　　　

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

 (会計方針の変更)

 貯蔵品は、従来、最終仕入原価法による原

価法によっておりましたが、当連結会計年

度より「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、また期間損益計

算の適正化をより一層図ることを目的とし

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。

これによる影響額は軽微であります。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

定率法[ただし、平成10年4月1日以降に取

得した建物(付属設備を除く)については定

額法]を採用しております。

 なお、耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっておりま

す。

主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。        

   建物及び構築物　8年～48年

   鋼製型枠　2年～3年

   機械装置及び運搬具　2年～5年  

 (会計方針の変更)

当社及び連結子会社は、法人税法の改正

に伴い、当連結会計年度より、平成19年

4月1日以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。

これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益はそれぞれ14,429千

円減少しております。

なお、セグメント情報にあたえる影響は、

当該箇所に記載しております。

①有形固定資産(リース資産を除く）

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──────

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 (追加情報)

当社及び連結子会社は、法人税法の改正

に伴い、平成19年3月31日以前に取得した

有形固定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の5％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額の5％相

当額と備忘価額との差額を5年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上し

ております。

これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益はそれぞれ31,685千

円減少しております。

なお、セグメント情報にあたえる影響は、

当該箇所に記載しております。 

──────

 ②         ──────  ②リース資産

　　リース期間を耐用年数とした定額法を採

用しております。

また、残存価額については、リース契約

上に残価保証の取決めがあるものは当該

残価保証額とし、それ以外のものは零と

しております。

　 なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平

成20年3月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

 ③無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(5年)に

基づく定額法を採用しております。

③無形固定資産(リース資産を除く）

同左



項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(3)重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金

債権等の貸倒損失に備えるため一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

①貸倒引当金

同左

 ②退職給付引当金 ②退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、計上しており

ます。

また、当社は、執行役員の退職金の支給

に備えるため、内規に基づく当連結会計

年度末要支給額を計上しております。

同左

 ③役員退職慰労引当金 ③役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。

同左



項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(4)重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。

   ──────

(5)その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は全面時価評価法を採用しております。

同左

 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から

３ケ月以内に償還期間の到来する短期投資

からなっております。

同左

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── 　リース取引に関する会計基準の適用

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、当連結会計年度より「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))を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の

取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のも

のは零としております。 

これにより、営業損失は5,044千円減少し、経常損失及

び税金等調整前当期純損失は1,810千円増加しています。

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。



表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── 　（連結貸借対照表関係）

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20 年

８月７日内閣府令第50 号）が適用となることに伴い、前

連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記され

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「原材

料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結

会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」

「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ82,547千円、69,169

千円であります。



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

※１　鋼製型枠は、コンクリートブロック製造用型枠であ

ります。

※１　                 同左

 ──────   ２　受取手形裏書譲渡高

  受取手形裏書譲渡高 11,189千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

 給与及び手当 445,709千円 

 旅費交通費       120,323千円 

 退職給付費用     16,802千円 

 給与及び手当       459,307千円 

 旅費交通費    125,318千円 

 退職給付費用        20,868千円 

 貸倒引当金繰入額  31,229千円 

※2　一般管理費に含まれる研究開発費 ※2　一般管理費に含まれる研究開発費

            71,817千円                   79,407千円 

 ※3  固定資産処分益

鋼製型枠 17,757千円

────── 

──────

  

 ※4  固定資産売却益

車両運搬具 52千円

 ※5  固定資産処分損

鋼製型枠         906千円

器具備品      99千円

 ※5  固定資産処分損

機械装置     47千円

 ※6  減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産について減損損失を計上しました。

 場所 用途 種類  金額  

大阪府池田市 遊休資産 土地 2,400千円

遊休資産については、当該資産単独で資産のグルー

ピングをしております。

当連結会計年度において、事業の用に供していない

遊休資産のうち、時価が下落した資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（2,400千円）として特別損失に計上しまし

た。その内訳は、土地2,400千円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、近隣の実勢価額を加味して

評価しております。

──────



（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 18,622 － － 18,622

合計 18,622 － － 18,622

自己株式

普通株式  (注) 293 19 0 311

合計 293 19 0 311

 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加19千株は、単元株未満株式の買取による増加であります。

　　　また、自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の売渡による減少であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月27日

定時株主総会
普通株式 54,987 3 平成19年3月31日 平成19年6月28日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月26日

定時株主総会
普通株式 54,932 利益剰余金 3 平成20年3月31日 平成20年6月27日



当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 18,622 － － 18,622

合計 18,622 － － 18,622

自己株式

普通株式  (注) 311 19 3 327

合計 311 19 3 327

 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加19千株は、単元株未満株式の買取による増加であります。

　　　また、自己株式の株式数の減少3千株は、単元未満株式の売渡による減少であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月26日

定時株主総会
普通株式 54,932 3 平成20年3月31日 平成20年6月27日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年6月26日

定時株主総会
普通株式 54,884 利益剰余金 3 平成21年3月31日 平成21年6月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※1　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※1　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定      1,759,950千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△195,000千円

現金及び現金同等物 1,564,950千円

重要な非資金取引の内容

──────

現金及び預金勘定    1,469,330千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
     △195,000千円

現金及び現金同等物    1,274,330千円

重要な非資金取引の内容

所有権移転外ファイナンス・

リースによる資産の取得

507,125千円



（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　①リース資産の内容

　型枠貸与事業びおけるコンクリートブロック製造用鋼製

型枠であります。

　②リース資産の減価償却の方法

　　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．

会計処理基準に関する事項(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法」に記載のとおりであります。

　　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

鋼製型枠 その他 合計

（千円） （千円） （千円）

取得価額相当

額
329,142 29,507 358,649

減価償却累計

額相当額
134,965 13,616 148,581

期末残高相当

額
194,176 15,890 210,067

鋼製型枠 その他 合計

（千円） （千円） （千円）

取得価額相当

額
182,066 26,791 208,857

減価償却累計

額相当額
84,275 18,987 103,262

期末残高相当

額
97,790 7,804 105,595

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 103,138千円

１年超 106,277千円

計 209,415千円

１年以内 63,807千円

１年超 42,823千円

計 106,631千円

 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 94,414千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,644千円

減価償却費相当額 87,908千円

支払利息相当額 5,726千円

 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

 

支払リース料 56,752千円

減価償却費相当額 52,690千円

支払利息相当額 3,930千円

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

①減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零、または、

残価保証の取り決めがある場合は残価保証額とする定

額法によっております。

②利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

①減価償却費相当額の算定方法

 同左

 

②利息相当額の算定方法

 同左



（有価証券関係）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
      

株式 295,320 748,918 453,597 295,320 403,625 108,304

小計 295,320 748,918 453,597 295,320 403,625 108,304

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
      

株式 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 295,320 748,918 453,597 295,320 403,625 108,304

２　前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額（千

円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額（千
円）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。

３　時価評価されていない主な有価証券

前連結会計年度
（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。



（デリバティブ取引関係）

1 取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。

（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、確定給付型の制度として、適格退職年金制度および退職一時金制度を設けております。ま

た、従業員の退職等に際して退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職

金を支払う場合があります。

２　退職給付債務に関する事項

 前連結会計年度末 当連結会計年度末 

退職給付債務 △ 204,483千円       △ 217,179千円

年金資産 144,838千円 139,793千円

未積立退職給付債務 △ 59,645千円  △ 77,386千円

会計基準変更時差異の未処理額 －千円 －千円

退職給付引当金 △ 59,645千円 △ 77,386千円

３　退職給付費用に関する事項

 前連結会計年度　  当連結会計年度　  

勤務費用 18,298千円 23,633千円

会計基準変更時差異の費用処理額 －千円 －千円

退職給付費用 18,298千円   23,633千円

４　退職給付債務等の計算基礎

　退職給付債務の計算方法…簡便法によっております。



（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成15年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 　　　　 　140名

ストック・オプション数 普通株式192,000株

付与日 平成15年8月1日

権利確定条件

 付与日(平成15年８月１日）

以降、権利確定日(平成17年

７月31日）まで継続して勤

務していること。

対象勤務期間
 2年間(平成15年８月１日か

ら平成17年７月31日まで）

権利行使期間
　平成17年 8月 1日から

 平成20年 7月31日まで

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成15年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 170,000

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 170,000

②　単価情報

平成15年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 191

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －



当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成15年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 　　　　 　140名

ストック・オプション数 普通株式192,000株

付与日 平成15年8月1日

権利確定条件

 付与日(平成15年８月１日）

以降、権利確定日(平成17年

７月31日）まで継続して勤

務していること。

対象勤務期間
 2年間(平成15年８月１日か

ら平成17年７月31日まで）

権利行使期間
　平成17年 8月 1日から

 平成20年 7月31日まで

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成15年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 170,000

権利確定 －

権利行使 －

失効 170,000

未行使残 －

②　単価情報

平成15年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 191

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －



（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

繰越欠損額 440,259千円

投資有価証券評価損 28,361千円

貸倒引当金超過額 37,382千円

減損損失否認額 7,811千円

その他 75,229千円

計 589,043千円

評価性引当額 △ 589,043千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産  

繰越欠損額 454,048千円

投資有価証券評価損   73,887千円

貸倒引当金超過額   43,554千円

減損損失否認額     5,349千円

その他 84,151千円

計 660,991千円

評価性引当額 △ 660,991千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 137,144千円

　　　繰延税金負債合計 137,144千円

繰延税金資産（負債）の純額 137,144千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 42,170千円

　　　繰延税金負債合計  42,170千円

繰延税金資産（負債）の純額 42,170千円

（注）　繰延税金資産（負債）の純額は、連結貸借対照表

の以下の項目に含まれております。

（注）　繰延税金資産（負債）の純額は、連結貸借対照表

の以下の項目に含まれております。

固定負債－繰延税金負債 137,144千円 固定負債－繰延税金負債 42,170千円

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （％） 

法定実効税率 40.7　

　　　交際費等永久に損金に算入され

ない項目 

4.8

　　　住民税均等割等 13.2 

　　　その他 △3.3

　　　評価性引当額 △ 42.2　

　　　税効果会計適用後の法人税等の

負担率 

13.2　

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省

略しております。



（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 
国土保全事

業
（千円）

環境景観事
業

（千円）

土木シート
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 1,666,111 1,986,838 1,894,734 5,547,683 － 5,547,683

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 68,490 732 69,223 (69,223) －

計 1,666,111 2,055,328 1,895,466 5,616,907 (69,223) 5,547,683

営業費用 1,621,407 1,997,709 1,935,699 5,554,816 (69,223) 5,485,593

営業利益又は営業損失（損失

は△)
44,703 57,619 △40,232 62,090 － 62,090

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

資産 994,260 1,078,218 963,653 3,036,132 2,494,418 5,530,550

減価償却費 114,398 41,767 1,826 157,992 1,946 159,939

減損損失 － － － － 2,400 2,400

資本的支出 44,303 66,337 15,538 126,179 － 126,179

　（注）１．事業区分の方法

連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しています。

２．各区分に属する主要な事業の内容

国土保全事業　　消波根固用ブロックの製造用鋼製型枠の貸与、根固用ブロック製品販売、および消波根固

用自然石製品の販売

環境景観事業　　生態系保全、景観修景等河川、道路、公園等のコンクリート二次製品を主とした護岸製品

の販売

土木シート事業　土砂吸出防止、洗掘防止、遮水等の土木用シートマットの製品販売

3． 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産2,494,418千円の主なものは、親会社での余資運用資金

(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

4． 会計方針の変更

           　　 　 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①に記載のとおり、法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の計上方法による場合に比べ、当連結会計年度の営業費用は、国土保全事

業が6,351千円、環境景観事業が8,025千円、土木シート事業が52千円それぞれ増加し、営業

利益が同額減少しております。

5． 追加情報

           　　 　 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①に記載のとおり、平成19年3

月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％

相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。

これにより、従来の計上方法による場合に比べ、当連結会計年度の営業費用は、国土保全事

業が24,993千円、環境景観事業が6,678千円、土木シート事業が13千円それぞれ増加し、営業

利益が同額減少しております。



当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

 
型枠貸与事業
（千円）

環境土木製品
販売事業
（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 1,488,671 3,854,479 5,343,151 － 5,343,151

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －　 －

計 1,488,671 3,854,479 5,343,151 －　 5,343,151

営業費用 1,534,722 3,886,606 5,421,329 －　 5,421,329

営業損失（△) △46,051 △32,126 △78,177 －　 △78,177

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
     

資産 1,414,964 2,056,909 3,471,874 1,908,000 5,379,874

減価償却費 251,048 14,508 265,556 5,062 270,619

減損損失 － － － －　 －

資本的支出 708,825 8,859 717,684 12,472 730,157

　（注）１．事業区分の方法

製品およびサービスの販売方法の類似性を勘案して区分しています。

２．各区分に属する主要な事業の内容

型枠貸与事業   消波根固用ブロックの製造用鋼製型枠の貸与、および生態系保全、景観修景に関わる河川、

道路、公園等のコンクリート二次製品の製造用鋼製型枠の貸与

環境土木製品販売事業   消波根固用ブロック製品、消波根固用自然石製品、生態系保全、景観修景に関わる

河川、道路、公園等のコンクリート二次製品、土砂吸出防止、洗掘防止、遮水等の

土木用シートマットの製品等の販売

3． 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産1,908,000千円の主なものは、親会社での余資運用資金

(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

4． 会計方針の変更

　リース取引に関する会計基準の適用

 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、当連結会計年度より「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))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外

のものは零としております。 

これにより、型枠貸与事業の営業費用が5,044千円減少し、型枠貸与事業の営業損失が5,044千円減少してい

ます。　なお、環境土木製品販売事業への影響はありません。



5． 事業区分の変更

事業区分については、従来、製品の種類や性質の類似性に基づいて使用目的別に国土保全事業、環境景観事

業、土木シート事業に３区分しておりましたが、当連結会計年度より、製品およびサービスの販売方法の類

似性から「型枠貸与事業」と「環境土木製品販売事業」の２区分に変更いたしました。この変更は、当社グ

ループにおける事業の実態をより適切に反映し、セグメント情報の有効性を高めるために行ったものであり

ます。「型枠貸与事業」は、消波根固用ブロックの製造用鋼製型枠の貸与および生態系保全、景観修景に関

わる河川、道路、公園等のコンクリート二次製品の製造用鋼製型枠の貸与であります。「環境土木製品販売

事業」は、消波根固用ブロック製品、消波根固用自然石製品、生態系保全、景観修景に関わる河川、道路、

公園等のコンクリート二次製品、土木吸出防止、洗掘防止、遮水等の土木用シートマットの製品等の販売で

あります。

当連結会計年度において、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであ

ります。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

 
国土保全事

業
（千円）

環境景観事
業

（千円）

土木シート
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 1,994,317 1,486,258 1,862,574 5,343,151 － 5,343,151

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,235 225,590 1,461 231,287 (231,287) －

計 1,998,553 1,711,849 1,864,036 5,574,439 (231,287) 5,343,151

営業費用 1,999,226 1,788,069 1,865,320 5,652,616 (231,287) 5,421,329

営業損失（△) △673 △76,220 △1,284 △78,177 － △78,177

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

資産 1,629,364 890,381 952,128 3,471,874 1,908,000 5,379,874

減価償却費 189,649 70,206 5,700 265,557 5,062 270,619

減損損失 － － － － － －

資本的支出 635,298 80,174 2,212 717,684 12,472 730,157



ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

（追加情報）　

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用

しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。



（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額  181円42銭

１株当たり当期純利益 4円74銭

１株当たり純資産額 159円90銭

１株当たり当期純損失（△） △4円93銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益

 

 

  

 

 

 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額については、

希薄化効果を有し

ている潜在株式が

存在しないため記

載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益

 

 

 

  

 

 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額については、１株

当たり当期純損失で

あり、希薄化効果を

有している潜在株式

が存在しないため記

載しておりません。

 　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
86,835 △90,160

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益当期純損失

（△）（千円）
86,835 △90,160

期中平均株式数（株） 18,319,332 18,303,551

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

新株予約権１種類(新株予約権の数

170個)

新株予約権１種類(新株予約権の数

170個)

なお、当該新株予約権は行使期間が

平成20年7月31日に満了しておりま

す。

（重要な後発事象）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

該当事項はありません。



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,717,400 1,436,266

受取手形 1,299,397 1,308,838

売掛金 943,931 951,764

商品 83,930 －

商品及び製品 － 163,647

貯蔵品 60,179 －

原材料及び貯蔵品 － 13,514

前払費用 30,040 56,388

短期貸付金 50,000 50,000

未収入金 － 660

その他 309 312

貸倒引当金 △14,733 △23,259

流動資産合計 4,170,456 3,958,133

固定資産   

有形固定資産   

建物 43,812 43,812

減価償却累計額 △29,698 △31,294

建物（純額） 14,113 12,518

鋼製型枠 ※1  1,765,904 ※1  1,865,113

減価償却累計額 △1,587,606 △1,672,334

鋼製型枠（純額） 178,297 192,779

機械及び装置 32,597 34,045

減価償却累計額 △29,780 △30,479

機械及び装置（純額） 2,817 3,566

車両運搬具 14,538 12,472

減価償却累計額 △13,625 △3,467

車両運搬具（純額） 912 9,005

工具、器具及び備品 23,781 25,495

減価償却累計額 △16,595 △19,763

工具、器具及び備品（純額） 7,186 5,732

土地 13,073 13,073

リース資産 － 507,125

減価償却累計額 － △53,857

リース資産（純額） － 453,267

有形固定資産合計 216,400 689,942

無形固定資産   

ソフトウエア 53,185 45,268

電話加入権 6,767 6,767



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産合計 59,952 52,036

投資その他の資産   

投資有価証券 748,918 403,625

関係会社株式 12,132 12,132

破産更生債権等 168,438 170,739

長期前払費用 458 329

敷金 76,837 76,896

積立保険金 77,414 77,414

その他 1,690 1,690

貸倒引当金 △169,928 △172,229

投資その他の資産合計 915,962 570,599

固定資産合計 1,192,315 1,312,578

資産合計 5,362,771 5,270,711

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,357,012 1,274,048

買掛金 277,554 228,407

リース債務 － 127,380

未払金 95,630 101,400

未払消費税等 22,317 12,015

未払法人税等 19,147 19,062

前受金 7,644 17,285

預り金 8,475 8,799

設備関係支払手形 48,901 74,633

設備関係未払金 14,007 －

流動負債合計 1,850,691 1,863,034

固定負債   

リース債務 － 367,872

繰延税金負債 137,144 42,170

退職給付引当金 54,245 72,636

役員退職慰労引当金 22,375 24,033

固定負債合計 213,765 506,711

負債合計 2,064,456 2,369,746



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,004,427 1,004,427

資本剰余金   

資本準備金 541,691 541,691

資本剰余金合計 541,691 541,691

利益剰余金   

利益準備金 251,106 251,106

その他利益剰余金   

別途積立金 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金 241,957 95,683

利益剰余金合計 1,493,063 1,346,789

自己株式 △57,321 △58,078

株主資本合計 2,981,861 2,834,830

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 316,453 66,134

評価・換算差額等合計 316,453 66,134

純資産合計 3,298,315 2,900,965

負債純資産合計 5,362,771 5,270,711



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高及び型枠貸与収入   

売上高 3,975,109 3,754,013

型枠賃貸事業売上高 1,242,594 1,322,485

売上高及び型枠貸与収入合計 5,217,703 5,076,499

売上原価及び型枠貸与原価   

売上原価 3,528,176 3,327,598

型枠賃貸事業売上原価 576,810 702,174

売上原価及び型枠貸与原価合計 4,104,986 4,029,773

売上総利益 1,112,716 1,046,726

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 20,083 10,381

旅費及び交通費 104,533 108,623

貸倒引当金繰入額 － 29,054

役員報酬 63,900 64,305

給料及び手当 394,058 411,549

退職給付費用 15,552 19,847

法定福利及び厚生費 81,475 85,975

通信費 27,647 27,784

交際費 10,507 10,528

地代家賃 93,025 92,930

租税公課 12,514 12,522

減価償却費 6,974 20,588

研究開発費 ※4  70,952 ※4  74,762

その他 155,819 158,026

販売費及び一般管理費合計 1,057,044 1,126,879

営業利益又は営業損失（△） 55,672 △80,153

営業外収益   

受取利息 4,084 3,588

受取配当金 10,451 11,037

たな卸資産処分益 7,152 4,474

雑収入 2,452 2,576

営業外収益合計 24,140 21,677

営業外費用   

たな卸資産処分損 4,263 12,433

支払利息 － 6,855

営業外費用合計 4,263 19,288

経常利益又は経常損失（△） 75,549 △77,764



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

固定資産処分益 ※1  9,989 －

貸倒引当金戻入額 7,303 －

固定資産売却益 － ※2  52

特別利益合計 17,292 52

特別損失   

固定資産処分損 ※3  1,005 ※3  47

減損損失 ※5  2,400 －

特別損失合計 3,405 47

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 89,436 △77,760

法人税、住民税及び事業税 13,000 13,200

法人税等合計 13,000 13,200

当期純利益又は当期純損失（△） 76,436 △90,960



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,004,427 1,004,427

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,004,427 1,004,427

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 541,691 541,691

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 541,691 541,691

資本剰余金合計   

前期末残高 541,691 541,691

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 541,691 541,691

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 251,106 251,106

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 251,106 251,106

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 220,550 241,957

当期変動額   

剰余金の配当 △54,987 △54,932

当期純利益又は当期純損失（△） 76,436 △90,960

自己株式の処分 △42 △381

当期変動額合計 21,406 △146,274

当期末残高 241,957 95,683

利益剰余金合計   

前期末残高 1,471,657 1,493,063



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △54,987 △54,932

当期純利益又は当期純損失（△） 76,436 △90,960

自己株式の処分 △42 △381

当期変動額合計 21,406 △146,274

当期末残高 1,493,063 1,346,789

自己株式   

前期末残高 △54,780 △57,321

当期変動額   

自己株式の取得 △2,640 △1,456

自己株式の処分 100 699

当期変動額合計 △2,540 △757

当期末残高 △57,321 △58,078

株主資本合計   

前期末残高 2,962,995 2,981,861

当期変動額   

剰余金の配当 △54,987 △54,932

当期純利益又は当期純損失（△） 76,436 △90,960

自己株式の取得 △2,640 △1,456

自己株式の処分 57 317

当期変動額合計 18,865 △147,031

当期末残高 2,981,861 2,834,830

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 489,077 316,453

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172,623 △250,318

当期変動額合計 △172,623 △250,318

当期末残高 316,453 66,134

評価・換算差額等合計   

前期末残高 489,077 316,453

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172,623 △250,318

当期変動額合計 △172,623 △250,318

当期末残高 316,453 66,134



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 3,452,073 3,298,315

当期変動額   

剰余金の配当 △54,987 △54,932

当期純利益又は当期純損失（△） 76,436 △90,960

自己株式の取得 △2,640 △1,456

自己株式の処分 57 317

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172,623 △250,318

当期変動額合計 △153,758 △397,350

当期末残高 3,298,315 2,900,965



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

    移動平均法による原価法 

(2）その他有価証券

①時価のあるもの

当事業年度末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。)

②時価のないもの

移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

①時価のあるもの

同左

 

 

 

②時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

移動平均法による原価法

 

 

──────

(1）商品

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

 (会計方針の変更)

  商品は、従来、移動平均法による原価法

によっておりましたが、当事業年度より

「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、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

　 これによる影響額は軽微であります。

 (2）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

 

 

──────

(2）貯蔵品

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

 (会計方針の変更)

 　貯蔵品は、従来、最終仕入原価法による

原価法によっておりましたが、当事業年

度より「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、また期間

損益計算の適正化をより一層図ることを

目的として、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。。

　 これによる影響額は軽微であります。



項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

３　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

    定率法[ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物(付属設備を除く)に

ついては定額法]を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

　　建物　　　　　　　　８年～48年

　　鋼製型枠　　　　　　２年～３年

　　機械　　　　　　　　２年～５年

 (会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事

業年度より、平成19年4月1日以降に取

得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。

これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益はそれぞれ11,112千円

減少しております。

(1）有形固定資産(リース資産を除く）

同左

　

 

 

 

 

 

 

 

　──────

 (追加情報)

当社は、法人税法の改正に伴い、平成

19年3月31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取得

価額の5％に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の5％相当額と備忘

価額との差額を5年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。

これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益はそれぞれ24,678千円

減少しております。

　──────

 (2）        ──────

 

 (2）リース資産

　リース期間を耐用年数とした定額法を採用

しております。

また、残存価額については、リース契約

上に残価保証の取決めがあるものは当該

残価保証額とし、それ以外のものは零と

しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成

20年3月31日以前の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

た会計処理によっております。

 (3）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

(3）無形固定資産(リース資産を除く）

同左



項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、計上して

おります。

また、当社は、執行役員の退職金の支

給に備えるため、内規に基づく当事業

年度末要支給額を計上しております。

(2）退職給付引当金

 同左

 (3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支

給額を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

同左

５　リース取引の処理方法 　  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

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

によっております。

────── 

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理について

　　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理について

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── 　リース取引に関する会計基準の適用

 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、当事業年度より「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))を適用し、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の

取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のも

のは零としております。 

これにより、営業損失は5,044千円減少し、経常損失及

び税金等調整前当期純損失は1,810千円増加しています。

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。



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

※１　鋼製型枠は、コンクリートブロック製造用型枠であ

ります。

※１　   　　　　　　　同左

  ２　保証債務   ２　保証債務

関係会社に対する保証債務 12,500千円

  ──────

関係会社に対する保証債務 2,500千円

  ３　受取手形裏書譲渡

受取手形裏書譲渡高 11,189千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　固定資産処分益の内訳は、次のとおりであります。 ──────

鋼製型枠処分益 9,989千円   

────── ※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

  車両運搬具売却益 52千円

※３　固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。 ※３　固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。

鋼製型枠処分損 906千円

器具備品処分損 99千円

計 1,005千円

機械装置処分損  47千円

※４　研究開発費の総額 ※４　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開

発費
70,952千円

一般管理費に含まれる研究開

発費
      74,762千円

※５　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。

 場所 用途 種類  金額  

大阪府池田市 遊休資産 土地 2,400千円

遊休資産については、当該資産単独で資産のグルー

ピングをしております。

当事業年度において、事業の用に供していない遊休

資産のうち、時価が下落した資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（2,400千円）として特別損失に計上しました。

その内訳は、土地2,400千円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、近隣の実勢価額を加味して

評価しております。

──────

 



（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式　(注) 293 19 0 311

合計 293 19 0 311

 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加19千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　　　また、自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の売渡による減少であります。

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式　(注) 311 19 3 327

合計 311 19 3 327

 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加19千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　　　また、自己株式の株式数の減少3千株は、単元未満株式の売渡による減少であります。



（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　①リース資産の内容

　型枠貸与事業びおけるコンクリートブロック製造用鋼製

型枠であります。

　②リース資産の減価償却の方法

　　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．

会計処理基準に関する事項(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法」に記載のとおりであります。

　　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

鋼製型枠 その他 合計

（千円） （千円） （千円）

取得価額相当

額
329,142 29,507 358,649

減価償却累計

額相当額
134,965 13,616 148,581

期末残高相当

額
194,176 15,890 210,067

鋼製型枠 その他 合計

（千円） （千円） （千円）

取得価額相当

額
182,066 26,791 208,857

減価償却累計

額相当額
84,275 18,987 103,262

期末残高相当

額
97,790 7,804 105,595

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 103,138千円

１年超 106,277千円

計 209,415千円

１年以内 63,807千円

１年超 42,823千円

計 106,631千円

 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 94,414千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,644千円

減価償却費相当額 87,908千円

支払利息相当額 5,726千円

 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

 

支払リース料 56,752千円

減価償却費相当額 52,690千円

支払利息相当額 3,930千円

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

①減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零、または、

残価保証の取り決めがある場合は残価保証額とする定

額法によっております。

②利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

①減価償却費相当額の算定方法

 同左

 

②利息相当額の算定方法

 同左

（有価証券関係）

前事業年度（平成20年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成21年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。



（税効果会計関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

繰越欠損額 376,688千円

投資有価証券評価損 28,361千円

関係会社株式評価損 29,303千円

貸倒引当金超過額 37,382千円

減損損失否認額 7,811千円

その他 39,681千円

計 519,228千円

評価性引当額 △ 519,228千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産  

繰越欠損額 390,578千円

投資有価証券評価損 73,887千円

関係会社株式評価損 29,303千円

貸倒引当金超過額 43,066千円

減損損失否認額 5,349千円

その他 51,243千円

計 593,428千円

評価性引当額 △ 593,428千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債  

その他有価証券差額金 137,144千円

　　　繰延税金負債合計 137,144千円

繰延税金資産（負債）の純額 137,144千円

繰延税金負債  

その他有価証券差額金  42,170千円 

　　　繰延税金負債合計 42,170千円 

繰延税金資産（負債）の純額  42,170千円 

（注）　繰延税金資産（負債）の純額は、貸借対照表の以

下の項目に含まれております。

（注）　繰延税金資産（負債）の純額は、貸借対照表の以

下の項目に含まれております。

固定負債－繰延税金負債 137,144千円 固定負債－繰延税金負債 42,170千円 

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （％） 

法定実効税率 40.7　

　　　交際費等永久に損金に算入され

ない項目 

5.3

　　　住民税均等割等 14.5　

　　　その他 △ 3.8　

　　　評価性引当額 △ 42.3　

　　　税効果会計適用後の法人税等の

負担率 

14.5　

税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略して

おります。。



（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 180円13銭

１株当たり当期純利益 4円17銭

１株当たり純資産額 158円57銭

１株当たり当期純損失（△） 4円97銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益

 

 

 

 

 

 

 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額については、

希薄化効果を有し

ている潜在株式が

存在しないため記

載しておりませ

ん。

 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益

 

 

 

 

 

 

 

 

　潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益については、１

株当たり当期純損

失であり、希薄化

効果を有している

潜在株式が存在し

ないため記載して

おりません。　

 

 

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 76,436 △90,960

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
76,436 △90,960

期中平均株式数（株） 18,319,332 18,303,551

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

新株予約権１種類(新株予約権の数

170個)

新株予約権１種類(新株予約権の数

170個)

なお、当該新株予約権は行使期間が

平成20年7月31日に満了しておりま

す。

（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

該当事項はありません。



   (その他の情報)

　  生産、受注及び販売の状況

(1）仕入実績

　当社グループは、自社工場を持たず製作・製造委託会社に商品を製造委託しており、生産実績の記載がで

きませんので、これに代え仕入実績を記載しております。

事業の種類別セグメントの
名称

内容
（当連結会計年度）

自　平成20年４月１日 
至　平成21年３月31日 

 型枠貸与事業（千円）

消波根固用ブロックの製造用鋼製型枠の貸与、

および生態系保全、景観修景に関わる河川、道

路、公園等のコンクリート二次製品の製造用鋼

製型枠の貸与

　──────　　　

 環境土木製品販売事業（千

円）

消波根固用ブロック製品、消波根固用自然石製

品、生態系保全、景観修景に関わる河川、道路、

公園等のコンクリート二次製品、土砂吸出防止、

洗掘防止、遮水等の土木用シートマットの製品

等の販売

3,257,990

計（千円） 3,257,990

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループは、受注生産を行っておりません。

(3）販売実績

事業の種類別セグメントの
名称

内容
（当連結会計年度）

自　平成20年４月１日 
至　平成21年３月31日 

 型枠貸与事業（千円）

消波根固用ブロックの製造用鋼製型枠の貸与、

および生態系保全、景観修景に関わる河川、道

路、公園等のコンクリート二次製品の製造用鋼

製型枠の貸与

1,488,671

 環境土木製品販売事業（千

円）

消波根固用ブロック製品、消波根固用自然石製

品、生態系保全、景観修景に関わる河川、道路、

公園等のコンクリート二次製品、土砂吸出防止、

洗掘防止、遮水等の土木用シートマットの製品

等の販売

3,854,479

計（千円） 5,343,151

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。



６．その他

(1）役員の異動

　①　代表取締役の異動

　該当事項はありません。

　②　その他の役員の異動

　新任取締役候補

　取締役　　皆川　曜児　　（現　執行役員管理部長　兼 人財成長企画室長）

　③　異動予定日

　　　平成21年6月26日

(2）その他

　該当事項はありません。
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