
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月13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11月13日

配当支払開始予定日 ―

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 17,279 △16.3 94 ― 201 219.1 58 ―

21年3月期第2四半期 20,647 ― △67 ― 63 ― △12 ―

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 1.18 ―

21年3月期第2四半期 △0.25 ―

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 49,138 22,626 45.2 448.52
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2四半期  22,231百万円 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  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。 

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）

― 2.50 2.50

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  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

通期 35,000 △18.4 150 ― 300 118.1 110 △55.9 2.22
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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  無  

(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2四半期 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2四半期  1,810,552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2四半期 49,569,088株 21年3月期第2四半期 50,235,954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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に回復の兆しが見られましたが、民間設備投

資の大幅な減少や雇用環境の悪化など、依然として厳しい状況で推移しました。 

このような環境のもと、当社グループは、顧客に密着した営業に注力し受注獲得に努めるとともに、

製造コストを中心とした経費削減を逐次実施してまいりました。以上の結果、第２四半期連結累計期間

における売上高は 172 億 7 千 9 百万円（前年同四半期比 16.3％減）、営業利益は 9 千 4 百万円（前年同

四半期は営業損失 6 千 7 百万円）、経常利益は 2 億 1 百万円（前年同四半期比 219.1％増）、四半期純利

益は 5千 8百万円（前年同四半期は四半期純損失 1千 2百万円）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績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、民間設備投資の大幅な減少の影響を受け、パイル製品および杭打ち工事がとも

に減少いたしました。この結果、売上高は 97 億 9 千 4 百万円（前年同四半期比 29.1％減）、営業利益は

1億 2 千 1百万円（前年同四半期比 326.7％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、通信線路用ポールが建て替え需要により堅調に推移しました

が、配電線路用ポールおよび一般民需向けのポールがともに景気低迷の影響を受け減少しました。また、

土木製品については、公共投資の減少傾向が続き依然厳しい状況になりましたが、鉄道地下化工事にと

もなうコンクリートセグメントの売上が寄与したことなどにより増加いたしました。この結果、売上高

は 74 億 8 千 4 百万円（前年同四半期比 9.4％増）、営業利益は 6 億 1 千 6 百万円（前年同四半期比

6.3％増）となりました。 

 

２．連結財政状態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、前連結会計年度末比（以下「前期末比」といいます。）31

億 1千 6百万円減の 491 億 3 千 8百万円となりました。 

流動資産は、前期末比 31 億 1 千 9 百万円減の 174 億 5 千 2 百万円、固定資産は、前期末比 3 百万円増

の 316 億 8 千 5百万円となりました。 

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時価評価によるものであります。 

負債合計は、前期末比 30 億 7千 3百万円減の 265 億 1 千 2百万円となりました。 

流動負債は、前期末比 9 億 8 千 4 百万円減の 153 億 3 千 3 百万円、固定負債は、前期末比 20 億 8 千 8

百万円減の 111 億 7 千 8百万円となりました。 

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

長期借入金の減少によるものであります。 

純資産合計は、前期末比 4 千 2百万円減の 226 億 2 千 6百万円となりました。 

主な要因は、配当金の支払い等による利益剰余金の減少であります。 

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 45.2％となりました。 
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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、33億4千7百万円（前年同四半期は1億8千6百万円）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2億7千4百万円、減価償却費の計上9億2千万円、売上債

権の減少21億2千2百万円、たな卸資産の減少14億2千7百万円等の資金増加要因が、仕入債務の減少17億2

千7百万円等の資金減少要因を上回ったことによります。 
 

（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、6億6千7百万円（前年同四半期は6億9百万円）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8億3千8百万円等の資金減少要因が、有形固定資産の売却

による収入8千1百万円等の資金増加要因を上回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、15億2千9百万円（前年同四半期は2億5千1百万円）となりました。 

これは主に、配当金の支払額9千9百万円、短期借入金の純返済13億円、長期借入金の純返済2億2千7百

万円等の資金減少要因が、社債の発行及び償還による純増加1億4千3百万円等の資金増加要因を上回った

ことによります。 
 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間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

11億4千9百万円の増加し、26億9千4百万円となりました。 
 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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通期の連結業績予想および期末配当

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 11 月 13 日に別途開示しました「平成

22 年３月期第２四半期累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。 
 

 

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。 

 

(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 

該当事項はありません。 

 

(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 

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（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。 

この変更により、売上高は 20,099 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 1,904 千円それぞれ増加しております。 

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、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 692,855 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 128,718 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 2,694,872 1,544,891

受取手形及び売掛金 7,859,434 9,982,641

商品及び製品 3,147,697 4,541,745

仕掛品 1,276,219 1,120,753

原材料及び貯蔵品 765,455 954,143

その他 1,742,835 2,479,029

貸倒引当金 △33,551 △50,441

流動資産合計 17,452,962 20,572,763

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,497,713 12,975,076

その他（純額） 7,313,579 7,923,885

有形固定資産合計 20,811,292 20,898,961

無形固定資産   

のれん 9,608 6,057

その他 152,388 139,549

無形固定資産合計 161,997 145,607

投資その他の資産   

投資有価証券 7,446,136 7,373,517

その他 3,654,953 3,673,023

貸倒引当金 △388,978 △409,270

投資その他の資産合計 10,712,111 10,637,270

固定資産合計 31,685,401 31,681,840

資産合計 49,138,363 52,254,604
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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 5,582,990 7,310,853

短期借入金 2,840,000 4,140,000

1年内返済予定の長期借入金 3,544,285 1,434,285

未払法人税等 32,346 66,026

引当金 348,089 348,509

その他 2,985,379 3,018,273

流動負債合計 15,333,090 16,317,948

固定負債   

社債 1,490,000 1,400,000

長期借入金 3,420,000 5,757,142

引当金 289,172 263,028

負ののれん 166,445 195,239

その他 5,813,319 5,652,316

固定負債合計 11,178,937 13,267,727

負債合計 26,512,027 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 11,567,476 11,608,400

自己株式 △306,673 △306,024

株主資本合計 16,377,836 16,419,408

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,318,182 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 5,854,079 5,826,339

少数株主持分 394,420 423,180

純資産合計 22,626,336 22,668,928

負債純資産合計 49,138,363 52,254,604

6

日本コンクリート工業㈱ (5269) 平成22年３月期 第２四半期決算短信



(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 20,647,037 17,279,665

売上原価 18,562,732 15,332,707

売上総利益 2,084,305 1,946,958

販売費及び一般管理費 2,151,317 1,852,638

営業利益又は営業損失（△） △67,012 94,319

営業外収益   

受取利息 43,932 26,825

受取配当金 108,008 52,328

負ののれん償却額 44,438 31,366

持分法による投資利益 22,038 48,640

受取賃貸料 104,972 101,549

その他 61,278 44,277

営業外収益合計 384,668 304,988

営業外費用   

支払利息 102,492 86,740

減価償却費 45,524 34,527

退職給付会計基準変更時差異の処理額 22,968 22,968

その他 83,466 53,412

営業外費用合計 254,452 197,648

経常利益 63,204 201,659

特別利益   

固定資産売却益 69,512 66,173

投資有価証券売却益 12,700 －

貸倒引当金戻入額 5,038 16,484

特別利益合計 87,250 82,658

特別損失   

減損損失 63,637 －

固定資産売却損 － 225

固定資産除却損 7,479 9,341

投資有価証券評価損 6,039 －

その他 2,977 －

特別損失合計 80,134 9,567

税金等調整前四半期純利益 70,319 274,750

法人税、住民税及び事業税 137,886 19,808

法人税等調整額 △73,158 211,776

法人税等合計 64,727 231,585

少数株主利益又は少数株主損失（△） 18,086 △15,087

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,494 58,252
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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利益 70,319 274,750

減価償却費 1,076,493 920,433

減損損失 63,637 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,829 △37,180

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,944 △4,980

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,045 8,820

工事損失引当金の増減額（△は減少） 4,541 △4,260

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,993 26,144

受取利息及び受取配当金 △151,940 △79,154

支払利息 102,492 86,740

持分法による投資損益（△は益） △22,038 △48,640

固定資産売却損益（△は益） △69,512 △66,173

固定資産除却損 7,479 9,341

売上債権の増減額（△は増加） 592,302 2,122,766

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,872,277 1,427,270

仕入債務の増減額（△は減少） 1,050,421 △1,727,863

債権流動化未収入金の増減額（△は増加） △130,877 391,316

預け金の増減額（△は増加） △139,601 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △174,643 14,964

前払年金費用の増減額（△は増加） － △109,840

その他 △104,653 108,506

小計 299,976 3,312,961

利息及び配当金の受取額 171,168 92,482

利息の支払額 △97,737 △88,288

法人税等の支払額 △187,177 △56,676

法人税等の還付額 － 86,907

営業活動によるキャッシュ・フロー 186,230 3,347,386

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 △10,544 △77

子会社株式の取得による支出 － △14,000

投資有価証券の売却による収入 147,310 －

有形固定資産の取得による支出 △909,917 △838,605

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△96,803 －

有形固定資産の売却による収入 30,250 81,223

無形固定資産の取得による支出 △1,202 △27,221

貸付けによる支出 △200 △2,400

貸付金の回収による収入 157,742 4,075

その他 73,517 129,359

投資活動によるキャッシュ・フロー △609,846 △667,645
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(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) 

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） 5,000 △1,300,000

長期借入れによる収入 800,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △829,094 △727,142

社債の発行による収入 － 293,674

社債の償還による支出 △50,000 △150,000

自己株式の取得による支出 △330 △648

配当金の支払額 △175,262 △99,181

少数株主への配当金の支払額 △1,741 △1,636

リース債務の返済による支出 － △39,823

その他 － △5,002

財務活動によるキャッシュ・フロー △251,428 △1,529,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △675,044 1,149,980

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 1,183,144 2,694,872
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

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） 

 

 
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 16,254,114 4,392,923 20,647,037 － 20,647,037

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,521 － 1,521 (1,521) －

計 16,255,635 4,392,923 20,648,558 (1,521) 20,647,037

営業利益又は営業損失（△） 841,844 △224,420 617,423 (684,435) △67,012

(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 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

て、当第２四半期連結累計期間の営業利益は「製品事業」が4,180千円減少しております。 

 

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） 

 

 
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 9,794,733 7,484,932 17,279,665 － 17,279,665

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

2,925 － 2,925 (2,925) －

計 9,797,658 7,484,932 17,282,591 (2,925) 17,279,665

営業利益 121,589 616,138 737,728 (643,409) 94,319

(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２四

半期連結累計期間における売上高は「基礎事業」で11,933千円、「コンクリート二次製品事業」で

8,166千円増加し、営業利益は「基礎事業」で933千円、「コンクリート二次製品事業」で971千円増加

しております。 
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   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、

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２四半期連結累計期間における売上高は

「基礎事業」で509,636千円、「コンクリート二次製品事業」で183,219千円減少し、営業利益は「基礎

事業」で85,991千円、「コンクリート二次製品事業」で42,726千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、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） 

 

 
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 13,808,307 6,838,730 20,647,037 － 20,647,037

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,555 － 1,555 (1,555) －

計 13,809,863 6,838,730 20,648,593 (1,555) 20,647,037

営業利益又は営業損失（△） 28,496 579,608 608,104 (675,116) △67,012

 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

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。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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