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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8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 ％

22年2月期第2四半期 6,590 ― 266 ― 204 ― 194 ―

21年2月期第2四半期 7,201 △5.8 75 △84.5 56 △86.5 △47 ―

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2月期第2四半期 13.52 ―

21年2月期第2四半期 △3.30 ―

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2月期第2四半期 13,678 2,625 18.6 176.71
21年2月期 15,079 2,467 15.7 164.27

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  2,543百万円 21年2月期  2,364百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
22年2月期 ― 0.00

22年2月期 
（予想）

― 2.50 2.50

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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 12,100 △22.6 160 △61.2 40 △88.3 130 85.6 9.03
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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、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.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.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 14,408,400株 21年2月期  14,408,400株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  13,959株 21年2月期  13,260株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 14,394,934株 21年2月期第2四半期 14,398,729株
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【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 

(1)経営成績の分析 

当第2四半期連結累計期間（平成21年3月1日～平成21年8月31日）におけるわが国経済は、金融

危機以降続く歴史的景気後退局面において、在庫調整の進展に伴う生産回復や輸出の持ち直し、

政府の経済対策が牽引役となり、緩やかではありますが回復の兆しが見え始めたものの、企業業

績、雇用状況の悪化による設備投資の減少、個人消費の落ち込みなど、内需は依然として弱含ん

でおり、本格的な景気回復には程遠い状況でありました。 

当社グループの事業分野であります建設業界におきましては、政府の経済対策により公共事業

は増加傾向で推移したものの、企業業績の悪化、設備の過剰感を背景とした投資意欲の減退から、

民間需要につきましては減少傾向が続き、不況の長期化は当業界にとって深刻な影響を及ぼして

おります。 

当社グループの主力事業でありますコンクリート二次製品事業のうちコンクリートパイル部門

につきましては、民間設備投資意欲の減退による工場やマンション建設需要の落ち込みが、競合

メーカーとの品質面、価格面における受注競争に拍車をかけ、経営環境が一段と悪化いたしまし

た。 

また、第2の柱でありますコンクリートセグメント事業につきましては、大型プロジェクトの

減少や受注価格の低下により、競合メーカーとの受注競争が激しさを増し、依然として厳しい事

業環境が続きました。 

このような環境下でありましたが当社グループは、受注量の確保と製造・施工原価の低減を推

進するとともに、販売費および管理費の削減に努めました結果、当第2四半期連結累計期間の売

上高は6,590百万円（前年同期比8.5％減）、営業利益は266百万円（前年同期比253.9％増）、経

常利益は204百万円（前年同期比260.7％増）となりました。また、四半期純利益は、固定資産譲

渡に伴う特別利益の計上により、194百万円（前年同期は47百万円の純損失）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの状況は、次のとおりであります。 

 

①コンクリート二次製品事業 

コンクリート二次製品事業の主力部門でありますコンクリートパイル部門につきましては、企

業の収益環境悪化による需要規模の縮小と競合メーカーとの品質面・価格面の競争が一段と激化

し、引続き厳しい受注環境にありました。 

このような環境下、当社グループは受注量の確保に重点をおいた営業展開と製造原価低減によ

る競争力強化に努めました結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は3,165百万円（前年同期比

10.4％減）、営業利益は196百万円（前年同期比25.9％減）となりました。 

②コンクリートセグメント事業 

コンクリートセグメント事業につきましては、需要の大半を占める公共事業、特に大型プロジ

ェクトの減少と競合メーカーとの受注競争激化等、依然として厳しい事業環境ではありましたが、

当社グループは競争力強化のため、更なる製造原価低減に注力しました結果、名古屋市営地下鉄

等の大型物件が売上に寄与し、第2四半期連結累計期間の売上高は1,524百万円（前年同期比

38.7％増）、営業利益は89百万円（前年同期比345.0％増）となりました。 

③工事事業 

工事事業は、需要規模縮小により厳しい受注環境でありましたが、当社グループは競争力強化

のため、市場ニーズに柔軟に対応できる効率的施工体制の確立と更なる施工原価低減に努めまし

た結果、第2四半期連結累計期間の売上高は1,800百万円（前年同期比27.4％減）、営業利益は

232百万円（前年同期比269.1％増）となりました。 
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④その他事業 

不動産賃貸部門を主体とするその他事業につきましては、第2四半期連結累計期間の売上高は

99百万円（前年同期比9.9％増）、営業利益は56百万円（前年同期比13.7％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて、1,400百万円減少

して13,678百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金、商品及び製品が減少したこと等

によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて1,558百万円減少して11,052百万円となりました。これは

主に長期借入金が増加したものの、支払手形及び買掛金、短期借入金が減少したこと等によるも

のであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて157百万円増加して2,625百万円となりました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、784

百万円増加して1,856百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。 

（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、394百万円の増加となりました。 

収入の主な内訳は、売上債権の減少額1,287百万円、たな卸資産の減少額413百万円及び税金等

調整前四半期純利益403百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額1,580百万円であり

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、357百万円の増加となりました。 

これは、有形固定資産の取得による支出167百万円等がありましたが、有形固定資産の売却に

よる収入518百万円があったこと等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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、32百万円の増加となりました。 

これは、長・短期借入金の実行による収入4,552百万円、長・短期借入金の返済による支出

4,480百万円によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第2四半期連結累計期間に関する業績予想は、平成21年10月２日付「業績予想の修正および特

別利益の発生に関するお知らせ」のとおり変更いたしましたが、通期（平成22年2月期）の連結

業績予想につきましては、変更しておりません。 

 

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） 

該当事項はありません。 
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(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 

（簡便な会計処理） 

 棚卸資産の評価方法 

当第２四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出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。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 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 

税金費用については、当第２四半期連結会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、税引前四半期純利益に当該実効税

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、住民税及び事業税に含めて

表示しております。 

 

(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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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。 

なお、四半期連結財務諸表は｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一

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）附則第７条第１項第５号の

ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から｢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、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。 

この変更による損益に与える影響はありません。 

また、セグメント情報に与える影響はありません。 

 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正

平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以降開始する連結会

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ようになったことに伴い、当連

結会計年度の第１四半期連結会計期間から適用し、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。 

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、残存価額をゼロとして算定する方法を採用しております。 

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度前の所有権移転外ファイナンンス・

リース取引については、引き続き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。 

この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

また、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 
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（追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、従来、当社及び連結子会社においては、

機械装置について、耐用年数を７～12年としておりましたが、平成20年度の法人税法の改正

による法定耐用年数の変更に伴い、６～９年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、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が9,103千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２四半期 
連結会計期間末 

(平成21年８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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,886,979 1,102,583

受取手形及び売掛金 2,703,089 3,994,437

商品及び製品 515,099 717,410

原材料及び貯蔵品 225,004 301,993

未成工事支出金 60,811 194,753

その他 159,679 174,432

貸倒引当金 △8,020 △5,473

流動資産合計 5,542,644 6,480,136

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,792,463 1,919,041

土地 4,779,946 5,011,541

その他（純額） 643,334 673,451

有形固定資産合計 7,215,744 7,604,035

無形固定資産 69,107 67,512

投資その他の資産   

投資有価証券 154,967 192,164

その他 713,036 752,761

貸倒引当金 △17,039 △17,417

投資その他の資産合計 850,964 927,507

固定資産合計 8,135,816 8,599,055

資産合計 13,678,460 15,079,192

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,556,849 5,137,304

短期借入金 3,010,552 3,153,204

未払法人税等 140,320 103,335

その他 282,468 377,394

流動負債合計 6,990,190 8,771,238

固定負債   

長期借入金 3,695,542 3,480,630

退職給付引当金 138,257 148,058

役員退職慰労引当金 86,153 92,631

その他 142,483 118,769

固定負債合計 4,062,436 3,840,088

負債合計 11,052,626 12,611,327
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(単位：千円)

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成21年８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21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 720,420 720,420

資本剰余金 589,841 589,841

利益剰余金 1,236,974 1,078,331

自己株式 △3,640 △3,583

株主資本合計 2,543,595 2,385,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,605 1,467

繰延ヘッジ損益 △2,545 △21,844

評価・換算差額等合計 59 △20,376

少数株主持分 82,179 103,233

純資産合計 2,625,833 2,467,865

負債純資産合計 13,678,460 15,079,192
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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21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 6,590,057

売上原価 5,529,300

売上総利益 1,060,756

販売費及び一般管理費 793,936

営業利益 266,819

営業外収益  

受取利息 1,323

受取配当金 3,530

その他 20,400

営業外収益合計 25,254

営業外費用  

支払利息 71,585

その他 16,071

営業外費用合計 87,657

経常利益 204,416

特別利益  

固定資産売却益 207,655

特別損失  

固定資産売却損 987

投資有価証券売却損 7,868

特別損失合計 8,855

税金等調整前四半期純利益 403,216

法人税、住民税及び事業税 167,554

過年度法人税等 18,646

法人税等合計 186,200

少数株主利益 22,384

四半期純利益 194,630
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 2,916,441

売上原価 2,429,541

売上総利益 486,899

販売費及び一般管理費 398,726

営業利益 88,172

営業外収益  

受取利息 681

受取配当金 3,530

その他 9,859

営業外収益合計 14,070

営業外費用  

支払利息 35,479

その他 7,840

営業外費用合計 43,320

経常利益 58,922

特別利益  

固定資産売却益 207,655

特別損失  

固定資産売却損 987

投資有価証券売却損 7,868

特別損失合計 8,855

税金等調整前四半期純利益 257,723

法人税、住民税及び事業税 84,841

過年度法人税等 18,646

法人税等合計 103,488

少数株主利益 16,961

四半期純利益 137,273

－10－



(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21年３月１日 
 至 平成21年８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利益 403,216

減価償却費 255,797

のれん償却額 1,850

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,168

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,800

受取利息及び受取配当金 △4,853

支払利息 71,585

手形売却損 3,767

有形固定資産除売却損益（△は益） △206,668

投資有価証券売却損益（△は益） 7,868

売上債権の増減額（△は増加） 1,287,958

たな卸資産の増減額（△は増加） 413,241

仕入債務の増減額（△は減少） △1,580,455

未払消費税等の増減額（△は減少） △72,457

その他 11,114

小計 584,333

利息及び配当金の受取額 4,850

利息の支払額 △73,680

法人税等の支払額 △121,202

営業活動によるキャッシュ・フロー 394,301

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 △167,330

有形固定資産の売却による収入 518,034

投資有価証券の売却による収入 31,230

子会社株式の取得による支出 △29,558

貸付けによる支出 △6,389

貸付金の回収による収入 6,989

その他の収入 14,913

その他の支出 △10,153

投資活動によるキャッシュ・フロー 357,734
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 3,102,844

短期借入金の返済による支出 △3,324,000

リース債務の返済による支出 △280

長期借入れによる収入 1,450,000

長期借入金の返済による支出 △1,156,584

自己株式の取得による支出 △56

配当金の支払額 △36,203

少数株主への配当金の支払額 △900

その他の収入 240

その他の支出 △2,698

財務活動によるキャッシュ・フロー 32,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 784,396

現金及び現金同等物の期首残高 1,072,407

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,856,804
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株式会社トーヨーアサノ （5271）平成22年２月期 第２四半期決算短信 

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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【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21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

 

コンクリー
ト二次製品

事業 

(千円) 

コンクリー
トセグメン
ト事業 

(千円) 

工事事業

(千円) 

その他事
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 

3,165,091 1,524,061 1,800,984 99,918 6,590,057 － 6,590,057

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － － 13,157 13,157 (13,157) －

計 3,165,091 1,524,061 1,800,984 113,076 6,603,215 (13,157) 6,590,057

営業利益 196,348 89,670 232,834 56,564 575,416 (308,597) 266,819

(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 各事業の主な製品等 

・コンクリート二次製品事業・・・・パイル、建材等のコンクリート二次製品 

・コンクリートセグメント事業・・・・コンクリートセグメント、スチールセグメント 

・工事事業・・・・既製コンクリート杭工事、仮設山留工事、場所打ちコンクリート杭工事 

・その他事業・・・・不動産賃貸業、保険代理業 

３  ｢追加情報｣に記載のとおり、従来、当社及び連結子会社においては、機械装置について、耐用年数を

７～12年としておりましたが、平成20年度の法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い、当連結

会計年度の第１四半期連結会計期間より６～９年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利益は「コンクリー

ト二次製品事業」6,186千円、「コンクリートセグメント事業」578千円、｢工事事業｣2,338千円減少し

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21年３月１日 至 平成21年８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在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

本邦以外の国又は地域における海外売上がないため、該当事項はありません。 
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

該当事項はありません。 
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【参考】  

 前年同四半期に係る財務諸表 

  中間連結損益計算書 

前中間連結会計期間 
 （自 平成20年３月１日      

至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高 7,201,432 100.0 

Ⅱ 売上原価 6,310,959 87.7 

   売上総利益 890,473 12.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 815,070 11.3 

   営業利益 75,402 1.0 

Ⅳ 営業外収益  

 １ 受取利息 2,470  

 ２ 受取配当金 2,909  

 ３ 鉄屑処分益 8,010  

 ４ 工事補償受入金 44,000  

 ５ その他 13,020 70,411 1.0 

Ⅴ 営業外費用  

 １ 支払利息 77,754  

 ２ 手形売却損 9,887  

 ３ その他 1,495 89,137 1.2 

   経常利益 56,677 0.8 

Ⅵ 特別利益  

 １ 貸倒引当金戻入益 692 692 0.0 

Ⅶ 特別損失  

 １ たな卸資産評価損 66,582  

 ２ 投資有価証券評価損 7,980  

 ３ 固定資産除却損 2,987 77,549 1.1 

   税金等調整前中間純損失 △20,179 △0.3 

   法人税、住民税及び事業税 19,079  

   法人税等調整額 3,634 22,714 0.3 

   少数株主利益 4,550 0.1 

   中間純損失 △47,444 △0.7 
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