
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本コンクリート工業株式会社 上場取引所 東 

コード番号 5269 URL http://www.ncic.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 網谷 勝彦

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 有野 隆秀 TEL 03-5462-1027
四半期報告書提出予定日 平成21年8月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 9,385 △7.8 160 174.2 195 8.4 130 9.4
21年3月期第1四半期 10,178 ― 58 ― 180 ― 119 ―

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

22年3月期第1四半期 2.63 ―

21年3月期第1四半期 2.38 ―

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

22年3月期第1四半期 50,934 23,049 44.5 456.88
21年3月期 52,254 22,668 42.6 448.77

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  22,647百万円 21年3月期  22,245百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
詳細は、４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」をご参照下さい。 

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 
連結累計期間

18,000 △12.8 250 ― 230 263.9 150 ― 3.03

通期 38,000 △11.4 1,200 ― 1,080 685.3 740 197.0 14.93
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「4．その他」をご参照下さい。 

(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、４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 

 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、４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。 

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） 22年3月期第1四半期 51,377,432株 21年3月期  51,377,432株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,807,469株 21年3月期  1,806,633株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 49,569,963株 21年3月期第1四半期 50,236,544株
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(1) 経営成績の分析 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年度後半からの急激な景気の悪化に一部下げ止ま

りの兆しが見られたものの、設備投資は大幅に減少し、雇用情勢も悪化する等総じて厳しい状況で推移し

ました。 

 このような状況のもと、当社グループは、販売量が落ち込むなか、製造コストの削減に努めた結果、売

上高は９３億８千５百万円（前年同四半期比７.８％減）、営業利益１億６千万円（前年同四半期比１７

４.２％増）、経常利益は１億９千５百万円（前年同四半期比８.４％増）、四半期純利益１億３千万円

（前年同四半期比９．４％増）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基礎事業 

基礎事業については、昨年度後半からの急激な景気減速による民間設備投資低迷の影響を受け、パイル

需要が大きく減少した結果、売上高は５６億９千２百万円（前年同四半期比１５.３％減）となりました

が、営業利益は２億３千８百万円（前年同四半期比１２９.７％増）となりました。 

  

②コンクリート二次製品事業 

 コンクリート二次製品事業については、ポール製品が概ね堅調に推移したことに加え、ＲＣセグメント

における大型物件の売上が寄与したことにより、売上高は３６億９千３百万円（前年同四半期比６.７％

増）となりましたが、営業利益は２億４千４百万円（前年同四半期比１５.２％減）となりました。 

  
  

当第１四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。）１３

億２千万円減の５０９億３千４百万円となりました。 

 流動資産は前期末比１９億７千２百万円減の１８５億９千９百万円、固定資産は前期末比６億５千２百

万円増の３２３億３千４百万円となりました。 

 流動資産減少の主な要因は受取手形及び売掛金、商品及び製品の減少によるものであり、固定資産増加

の主な要因は投資有価証券の増加によるものであります。 

 負債合計は、前期末比１７億１百万円減の２７８億８千４百万円となりました。 

 流動負債は前期末比１８億３千４百万円減の１４４億８千３百万円、固定負債は前期末比１億３千２百

万円増の１３４億円となりました。 

 流動負債減少の主な要因は支払手形及び買掛金、短期借入金の減少によるものであり、固定負債増加の

主な要因は長期リース債務、繰延税金負債の増加によるものであります。 

 純資産合計は、前期末比３億８千１百万円増の２３０億４千９百万円となりました。 

 主な要因は、その他有価証券評価差額金の増加によるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の４２.６％から４４.５％となりました。 

  

 キャッシュ・フローの状況 

（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、１８億９千８百万円（前年同四半期は１３億８千２百万円）となりま

した。 

 これは主に税金等調整前四半期純利益の計上２億４千５百万円、減価償却費の計上４億４千７百万円、

売上債権の減少１１億５千万円、たな卸資産の減少１０億１千９百万円等の資金増加要因が、仕入債務の

減少９億６千３百万円等の資金減少要因を上回ったことによります。 

・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
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（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、２億２千６百万円（前年同四半期は３億９千７百万円）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３億５千３百万円あ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、１２億５千８百万円（前年同四半期は８億１千９百万円）となりまし

た。 

 これは主に、配当金の支払い額９千９百万円、短期借入金の返済９億円及び長期借入金の純返済２億３

千７百万円等の支出があったことによります。 

 以上の結果、当第１四半期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４億１千３百万

円増の１９億５千８百万円となりました。 

  

近の業績動向を踏まえ、平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想を修正いたしました。具

体的な内容については本日平成21年８月12日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。  

  
  

 該当事項はありません。 

  
  

①簡便な会計処理 

１ 棚卸資産の評価方法 

当第１四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。 

  

２ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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。 

 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、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度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の適用 

   該当事項はありません。 

  

 工事進行基準の適用及び材工一式工事の収益認識方法の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用

し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる

工事（工期３ヶ月以上）については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の

工事については工事完成基準を適用しております。  

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

(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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この変更により、売上高は273,124千円、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益は24,875千円それぞれ増加しております。 

 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。 

  

 また、請負工事に使用されるコンクリート杭等の製品は、従来、工場出荷基準を適用し「製品売上

高」として計上しておりましたが、これ等の「製品販売」は工事請負契約の中の製品代金として契約さ

れ、代金の請求・回収が一体として行われることから、「工事契約に関する会計基準」の導入に伴い、

会計処理を取引の実態により適合させるため、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、製

品についても工事進行基準又は工事完成基準を適用し、「完成工事高」に含めて計上する方法に変更い

たしました。 

  この変更により、売上高は251,158千円、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益は35,149千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。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,958,257 1,544,891

受取手形及び売掛金 8,831,964 9,982,641

商品及び製品 3,498,434 4,541,745

仕掛品 1,286,847 1,120,753

原材料及び貯蔵品 812,279 954,143

その他 2,251,680 2,479,029

貸倒引当金 △39,567 △50,441

流動資産合計 18,599,895 20,572,763

固定資産   

有形固定資産   

土地 12,975,076 12,975,076

その他（純額） 7,935,030 7,923,885

有形固定資産合計 20,910,106 20,898,961

無形固定資産   

のれん 5,679 6,057

その他 157,647 139,549

無形固定資産合計 163,326 145,607

投資その他の資産   

投資有価証券 7,947,219 7,373,517

その他 3,721,539 3,673,023

貸倒引当金 △407,770 △409,270

投資その他の資産合計 11,260,988 10,637,270

固定資産合計 32,334,421 31,681,840

資産合計 50,934,316 52,254,604
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,347,078 7,310,853

短期借入金 3,240,000 4,140,000

1年内返済予定の長期借入金 1,459,285 1,434,285

未払法人税等 15,513 66,026

引当金 205,596 348,509

その他 3,216,369 3,018,273

流動負債合計 14,483,844 16,317,948

固定負債   

社債 1,400,000 1,400,000

長期借入金 5,495,000 5,757,142

引当金 277,089 263,028

負ののれん 179,792 195,239

その他 6,048,641 5,652,316

固定負債合計 13,400,524 13,267,727

負債合計 27,884,368 29,585,675

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 11,639,785 11,608,400

自己株式 △306,138 △306,024

株主資本合計 16,450,679 16,419,408

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,661,090 1,290,442

土地再評価差額金 4,535,897 4,535,897

評価・換算差額等合計 6,196,987 5,826,339

少数株主持分 402,281 423,180

純資産合計 23,049,948 22,668,928

負債純資産合計 50,934,316 52,254,604
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 10,178,882 9,385,671

売上原価 9,056,233 8,284,676

売上総利益 1,122,649 1,100,994

販売費及び一般管理費 1,064,001 940,177

営業利益 58,647 160,817

営業外収益   

受取利息 19,967 14,536

受取配当金 95,635 51,882

負ののれん償却額 22,219 15,446

持分法による投資利益 22,620 －

受取賃貸料 53,307 52,301

その他 32,339 19,994

営業外収益合計 246,089 154,161

営業外費用   

支払利息 53,077 44,661

持分法による投資損失 － 19,630

減価償却費 25,368 17,282

退職給付会計基準変更時差異の処理額 18,617 11,483

その他 26,903 25,949

営業外費用合計 123,966 119,007

経常利益 180,770 195,970

特別利益   

固定資産売却益 28,906 43,421

貸倒引当金戻入額 6,143 10,322

特別利益合計 35,050 53,744

特別損失   

固定資産売却損 － 225

減損損失 32,619 －

固定資産除却損 3,723 3,903

その他 1,400 －

特別損失合計 37,742 4,128

税金等調整前四半期純利益 178,078 245,586

法人税、住民税及び事業税 67,036 8,443

法人税等調整額 △15,716 125,844

法人税等合計 51,319 134,288

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7,410 △19,262

四半期純利益 119,348 130,560
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 178,078 245,586

減価償却費 517,396 447,197

減損損失 32,619 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,112 △12,373

賞与引当金の増減額（△は減少） △166,833 △145,537

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △29,517 3,270

工事損失引当金の増減額（△は減少） 5,862 △645

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,007 14,061

受取利息及び受取配当金 △115,602 △66,418

支払利息 53,077 44,661

持分法による投資損益（△は益） △22,620 19,630

固定資産売却損益（△は益） △28,906 △43,196

固定資産除却損 3,723 3,903

売上債権の増減額（△は増加） 1,563,935 1,150,236

たな卸資産の増減額（△は増加） △716,015 1,019,081

仕入債務の増減額（△は減少） 261,377 △963,774

その他 △39,392 202,408

小計 1,511,301 1,918,091

利息及び配当金の受取額 134,830 81,386

利息の支払額 △48,978 △41,175

法人税等の支払額 △214,224 △59,611

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,382,928 1,898,690

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 － △77

投資有価証券の売却による収入 14,610 －

有形固定資産の取得による支出 △474,831 △353,582

有形固定資産の売却による収入 32,343 71,106

無形固定資産の取得による支出 △552 △25,990

貸付けによる支出 △200 △1,000

貸付金の回収による収入 1,401 1,657

その他 29,781 81,075

投資活動によるキャッシュ・フロー △397,447 △226,812

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） △100,000 △900,000

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △541,703 △437,142

自己株式の取得による支出 △191 △113

配当金の支払額 △175,904 △99,238

少数株主への配当金の支払額 △1,531 △1,636

リース債務の返済による支出 － △17,879

その他 － △2,501

財務活動によるキャッシュ・フロー △819,329 △1,258,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 166,151 413,365

現金及び現金同等物の期首残高 1,858,188 1,544,891

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,024,340 1,958,257
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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   当第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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当

第１四半期連結会計期間における営業利益は「製品事業」が3,203千円減少しております。 

  

  

(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 7,968,808 2,210,073 10,178,882 ― 10,178,882

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

295 ― 295 (295) ―

計 7,969,103 2,210,073 10,179,177 (295) 10,178,882

営業利益又は営業損失（△） 472,757 △79,680 393,077 (334,429) 58,647
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

 基 礎 事 業 ・・・パイルの販売、杭打工事及び地盤改良工事 

 コンクリート二次製品事業・・・ポール、土木製品等のコンクリート製品の販売、受託試験研究収入及び

土木製品の施工等 

３  「【定性的情報・財務諸表等】4．その他 工事進行基準の適用及び材工一式工事の収益認識方法の変更」

に記載の通り、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会

計期間より適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間における「基礎事業」の売

上高は273,124千円増加し、営業利益は24,875千円増加しております。 

 また、「工事契約に関する会計基準」の導入に伴い、会計処理を取引の実態により適合させるため、当第

１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、請負工事に使用されるコンクリート杭等の製品についても

工事進行基準又は工事完成基準を適用し、「完成工事高」に含めて計上する方法に変更いたしました。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間における売上高は「基礎事業」で

234,541千円、「コンクリート二次製品事業」で16,617千円減少し、営業利益は「基礎事業」で32,028千

円、「コンクリート二次製品事業」で3,121千円減少しております。 

４  事業区分の変更 

 従来、請負工事に使用されるコンクリート杭等の製品は、工場出荷基準を適用し「製品売上高」及び「製

品原価」として計上していたため「製品事業」「工事事業」の２事業区分に分類しておりましたが、これ等

の「製品販売」は工事請負契約の中の製品代金として契約され、代金請求・回収が一体として行われること

及び「製品」と「工事」の収益を一元管理する事業組織を構築したことにより、「工事契約に関する会計基

準」の適用に伴い、会計処理を取引の実態により適合させるため、当第１四半期連結会計期間に着手した工

事契約から、「完成工事高」及び「完成工事原価」に含めて計上する方法に変更いたしました。 

 これを機に事業の種類別セグメント区分についても、当社グループの事業管理体制をより適切に表わすた

め、従来の「製品事業」「工事事業」区分ではなく、「基礎事業」「コンクリート二次製品事業」の２事業

区分に変更することにしました。 

 変更後の区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は、以下のとおりであります。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

基礎事業 
(千円)

コンクリート
二次製品事業 

(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 5,692,408 3,693,262 9,385,671 ― 9,385,671

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,459 ― 1,459 (1,459) ―

計 5,693,867 3,693,262 9,387,130 (1,459) 9,385,671

営業利益 238,460 244,483 482,943 (322,126) 160,817

基礎事業
(千円)

コンクリート
二次製品事業 

(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 6,718,112 3,460,770 10,178,882 ― 10,178,882

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

712 ― 712 (712) ―

計 6,718,824 3,460,770 10,179,595 (712) 10,178,882

営業利益 103,814 288,209 392,023 (333,375) 58,647
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【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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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