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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 5,944 △8.8 △214 ― △210 ― △153 ―

21年3月期第2四半期 6,516 ― △378 ― △371 ― △277 ―

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2四半期 △8.66 ―

21年3月期第2四半期 △15.69 ―

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2四半期 17,949 10,289 57.3 581.66
21年3月期 19,266 10,308 53.5 582.69

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,289百万円 21年3月期  10,308百万円

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22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

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3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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 17,500 △1.2 170 42.9 130 4.8 55 ― 3.11



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、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． 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、実際の業績は今後様々な要因により予想数値を異なる
場合があります。 
２． 当社グループは、適正な利潤の確保に努め、健全な発展と永続性のもと、収益状況に対応した安定適正な配当維持に努力することを基本方針として
おります。また内部留保をさらに充実し、企業体質の強化と将来の事業展開に備えたいと考えております。平成22年３月期の配当につきましては、経営環
境の先行きが不透明であることから、今後の実績や財務状況等を総合的に勘案したうえで判断させていただきたく、現時点では未定とさせていただきま
す。配当予想を決定次第、速やかに開示いたします。 

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） 22年3月期第2四半期 17,930,000株 21年3月期  17,930,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  239,776株 21年3月期  239,678株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 17,690,280株 21年3月期第2四半期 17,690,887株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展や海外経済の改善を背景とした輸出・生産の増

加などから、前連結会計年度末を底に緩やかな回復基調で推移しております。個人消費におきましても、失業率が過

去最悪を更新するなど、雇用・所得環境は一段と厳しさを増しているものの、定額給付金、エコカー減税などの政策

効果から、持ち直しの動きが続いております。以上のことから、企業収益の悪化には歯止めがかかりつつあるもの

の、依然低水準にとどまっており、設備投資の大幅減少・消費者物価の低下などから、先行きは依然不透明な状況で

あります。 

 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が継続すると共に、コスト面においては、主材料のセメント・鉄

筋価格が再上昇傾向にあり、極めて厳しい状況が続いています。また、建築事業分野においても、新設住宅着工戸数

は大幅な減少傾向が続いており、住宅購買意欲の回復には時間を要する状況で、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、平成23年度中期計画（平成21～23年度）の初年度として、「勝ち残りへの変

革と飛躍への基盤強化」に向けて、全社員・グループ会社一丸となり、中期諸施策に積極的に取り組み、業界トップ

水準の技術力・収益力・財務体質を堅持・向上して参ります。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、59億44百万円（前年同期比8.8％減）と減収となりました

が、損益面においては、営業損失２億14百万円（前年同期は３億78百万円の損失）、経常損失２億10百万円（前年同

期は３億71百万円の損失）、四半期純損失１億53百万円（前年同期は２億77百万円の損失）となり、赤字幅は縮小し

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44億７百万円（前年同期比5.7％減）、営業損失は43百万円（前年同期は２億51百万円の

損失）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、17億80百万円（前年同期比16.4％減）となりました。首都圏の道路向けプロジェクト

が主流を占め、関西向けプロジェクトが減少したことにより減収となりました。 

 プレス土木部門の売上高は、３億16百万円（前年同期比8.2％増）となりました。同製品は、当社独自の技術を有

するものであり、減少に歯止めをかけるべく営業活動を行っております。  

 ＲＣ土木部門の売上高は、19億59百万円（前年同期比5.3％増）となりました。従来から推し進めております在来

工法のプレキャスト化の推進に努めた結果、その代表製品である「ビッグボックス」・「舗装版」等が増加しまし

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、抜本的な収益力強化に取り

組んでおります。営業面では、新商品のエコ住宅・企画住宅マイライフを市場投入すると共に、提携先企業の拡大及

び営業ツールの整備による受注の確保・拡大に全力で取り組んでおります。また、コスト面では、協力会社と一体と

なったコスト削減と工場の生産性向上に努めております。当第２四半期連結累計期間の建築事業全体の売上高は15億

37百万円（前年同期比16.5％減）、営業損失は１億71百万円（前年同期は１億27百万円の損失）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



当第２四半期連結会計期間末の総資産は179億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億16百万円減少しま

した。流動資産につきましては116億91百万円となり、13億60百万円減少しました。これは、現金及び預金（前連

結会計年度増減額９億39百万円）・たな卸資産（同３億34百万円）が増加したものの、受取手形及び売掛金（同

△28億21百万円）が減少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、前連結会計年度に比べ44百万

円増の62億58百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は76億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億98百万円減少しまし

た。流動負債につきましては67億70百万円となり、13億31百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金（同

△12億53百万円）が減少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32百万

円増の８億89百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は102億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百万円減少しまし

た。これは、その他有価証券評価差額金（同１億70百万円）が増加したものの、利益剰余金（同△１億88百万円）

が減少したことが主な要因であります。 

  （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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

９億39百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には35億41百万円となりました。 

  

 当第２四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、10億86百万円の収入（前年同期は10億70百万円の収入）となりました。

税金等調整前四半期純損失は２億６百万円でありましたが、売上債権の減少額（28億21百万円）が、たな卸資産の

増加額（△３億34百万円）と仕入債務の減少額（△12億53百万円）を大きく上回ったことが主因であります。 

（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、95百万円の支出（前年同期は１億35百万円の支出）となりました。有形

固定資産の取得による支出（△87百万円）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、50百万円の支出（前年同期は13億70百万円の支出）となりました。配当

金の支払額（△35百万円）と長期借入金の返済による支出（△12百万円)が主なものであります。 

 最近の業績動向を勘案し、平成21年５月15日に公表いたしました平成22年３月期の業績予想は、平成21年10月27日

発表のとおり修正を行っております。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、同日発表の「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 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。 

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

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



  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２四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、税引前四半期純利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。  

・会計処理基準に関する事項の変更 

  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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事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。  

  これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は、353,179千円増加し、営業損失、経常損失は、それぞ

れ82,904千円減少し、税金等調整前四半期純損失は、82,728千円減少しております。 

  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。 

（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



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９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 3,541,113 2,601,175

受取手形及び売掛金 4,262,065 7,084,033

商品及び製品 2,360,352 1,923,287

仕掛品 274,329 300,947

原材料及び貯蔵品 837,916 914,110

その他 417,108 230,450

貸倒引当金 △1,215 △1,438

流動資産合計 11,691,669 13,052,565

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,299,270 1,356,787

機械装置及び運搬具（純額） 606,937 652,113

土地 2,751,257 2,752,434

建設仮勘定 11,570 3,633

その他（純額） 200,884 220,651

有形固定資産合計 4,869,920 4,985,621

無形固定資産 76,290 77,023

投資その他の資産   

投資有価証券 1,030,648 743,508

その他 421,838 556,284

貸倒引当金 △140,467 △148,363

投資その他の資産合計 1,312,019 1,151,428

固定資産合計 6,258,229 6,214,073

資産合計 17,949,899 19,266,639



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,139,689 3,392,741

短期借入金 3,050,000 3,062,500

未払費用 816,759 908,946

未払法人税等 39,578 40,747

未払消費税等 － 51,625

賞与引当金 184,175 175,617

完成工事補償引当金 25,978 26,934

その他 514,369 442,506

流動負債合計 6,770,551 8,101,618

固定負債   

長期借入金 650,000 650,000

退職給付引当金 69,940 34,625

役員退職慰労引当金 79,422 76,786

その他 90,336 95,606

固定負債合計 889,699 857,018

負債合計 7,660,250 8,958,637

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 3,917,542 4,106,185

自己株式 △116,132 △116,120

株主資本合計 10,022,556 10,211,211

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 267,093 96,790

評価・換算差額等合計 267,093 96,790

純資産合計 10,289,649 10,308,001

負債純資産合計 17,949,899 19,266,639



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,516,385 5,944,360

売上原価 5,445,662 4,756,293

売上総利益 1,070,722 1,188,066

販売費及び一般管理費 1,449,465 1,402,660

営業損失（△） △378,742 △214,593

営業外収益   

受取利息 448 499

受取配当金 13,932 7,490

受取ロイヤリティー 5,949 11,128

還付消費税等 － 9,063

その他 6,927 2,239

営業外収益合計 27,257 30,421

営業外費用   

支払利息 18,388 26,331

その他 1,301 481

営業外費用合計 19,690 26,812

経常損失（△） △371,175 △210,984

特別利益   

貸倒引当金戻入額 13,797 7,024

ゴルフ会員権売却益 73 －

特別利益合計 13,871 7,024

特別損失   

投資有価証券評価損 62,274 －

減損損失 － 1,177

固定資産除却損 － 1,214

特別損失合計 62,274 2,391

税金等調整前四半期純損失（△） △419,578 △206,351

法人税等 △141,997 △53,089

四半期純損失（△） △277,581 △153,262



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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損失（△） △419,578 △206,351

減価償却費 257,197 229,219

減損損失 － 1,177

投資有価証券評価損益（△は益） 62,274 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,658 △8,118

受取利息及び受取配当金 △14,380 △7,990

支払利息 18,388 26,331

売上債権の増減額（△は増加） 3,011,077 2,821,968

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,349,510 △334,252

仕入債務の増減額（△は減少） △234,879 △1,253,051

その他 △235,135 △132,878

小計 1,089,796 1,136,051

利息及び配当金の受取額 14,380 7,990

利息の支払額 △18,691 △26,922

法人税等の支払額 △14,522 △30,445

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,070,962 1,086,673

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 △133,976 △87,964

有形固定資産の売却による収入 9,342 1,444

その他 △10,831 △9,427

投資活動によるキャッシュ・フロー △135,465 △95,947

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） △1,300,000 －

長期借入金の返済による支出 △12,500 △12,500

配当金の支払額 △52,978 △35,239

その他 △5,069 △3,048

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,370,547 △50,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △435,050 939,938

現金及び現金同等物の期首残高 1,084,977 2,601,175

現金及び現金同等物の四半期末残高 649,926 3,541,113



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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 

前第２四半期連結累計期間  

（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２四半期連結累計期間の営業損失が、土木事業で32,063千円増加してお

ります。 

  

当第２四半期連結累計期間 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．その他(3)に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「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、売上高は、建築事業で353,179千円増加し、営業損失は、建築事業で82,904千円

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

〔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  4,675,401  1,840,983  6,516,385  －  6,516,385

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 10,837  －  10,837 ( ) 10,837  －

計  4,686,239  1,840,983  6,527,223 ( ) 10,837  6,516,385

営業損失（△）  △251,262  △127,480  △378,742  －  △378,742

  
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  4,407,242  1,537,117  5,944,360  －  5,944,360

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 5,456  1,763  7,219 ( ) 7,219  －

計  4,412,698  1,538,881  5,951,579 ( ) 7,219  5,944,360

営業損失（△）  △43,211  △171,382  △214,593  －  △214,593



４．追加情報 

前第２四半期連結累計期間  

（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２四半期連結累計期間の営業損失は、土木事業が9,899千円、建築事業が577千円それぞれ増加しており

ます。   

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年９月30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。 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年９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。 

  

〔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
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