
１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注１）当四半期における配当予想の修正有無：無 

（注２）当社は定款において第２四半期末及び期末日を配当基準日と定めておりますが、平成23年３月期の期末の配当に

ついては現在のところ具体的な金額は未定であります。 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,476  △8.2  △221  －  △212  － △196  －

22年３月期第１四半期  2,697  △9.2  △253  －  △248  －  △158  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △11  11  －      

22年３月期第１四半期  △8  95  －      

  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 

23年３月期第１四半期  17,176  10,452  60.9  590  85

22年３月期  18,327  10,829  59.1  612  16

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 10,452百万円 22年３月期 10,829百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        0 00 －      3 50  3  50

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      －       －      

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  5,700  △4.1  △390  －  △390  －  △235  －  △13  28

通期  17,500  8.6  375  △18.0  370  △20.6  200  △38.3  11  31



  

４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規     －社 （社名）                        、除外   －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無  

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりますが、この四半期決算短信は、金融商品取

引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。  

  

※  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。業績予想に関す

る事項については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 ・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性な配当維持に

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23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  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 17,930,000株 22年３月期 17,930,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 239,956株 22年３月期 239,776株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 17,690,134株 22年３月期１Ｑ 17,690,322株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出・生産の増加などから緩やかに回復を続けています。企業

収益は輸出の増加やコスト削減効果から回復基調が鮮明となっており、設備投資にも持ち直しの動きが見られます。

しかしながら、個人消費はエコポイント制度などの政策効果が一巡化したことから弱含みとなり、ギリシャ危機に端

を発する欧州財政問題の深刻化、円高の進行、株価の下落など、下ぶれリスクは依然として高く、引き続き厳しい状

況にあります。 

 当社グループの属する建設業界につきましては、土木事業分野においては、民主党政権下での公共工事の削減とゼ

ネコンの低価格入札による競争激化・受注価格の低下、また、建築事業分野においては、雇用・所得環境の悪化を背

景とした新設住宅着工戸数の低迷から、両事業分野共に、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、業界トップ水準の技術力・収益力・財務体質の堅持・向上を目指す平成23年

度中期計画（平成21～23年度）の基本方針である「勝ち残りへの変革と飛躍への基盤強化」に向け、全社員・グルー

プ会社一丸となり、徹底した拡販とコスト削減に取り組みました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、24億76百万円（前年同四半期比8.2％減）と減収となりました

が、損益につきましては、営業損失２億21百万円（前年同四半期は２億53百万円の損失）、経常損失２億12百万円

（前年同四半期は２億48百万円の損失）となり、赤字幅は圧縮されました。四半期純損益につきましては、「資産除

去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び同適用指針（企業会計基準適用指針第21

号 平成20年３月31日）の適用に伴い、特別損失を１億９百万円計上したこと等により、１億96百万円の損失（前年

同四半期は１億58百万円の損失）となりました。 

  

セグメント業績は次のとおりであります。 

土木 

 主力のセグメント部門の売上高は、上下水道向けが減少したものの、共同溝向け及び道路向けプロジェクトが増加

したことにより、11億18百万円（前年同四半期比26.4％増）となりました。土木部門の売上高は、九州地区のＲＣ土

木が減少したことを主因として、５億36百万円（前年同四半期比37.7％減）となりました。 

 以上の結果、土木事業全体の売上高は、18億４百万円（前年同四半期比8.3％減）、営業損失は１億15百万円（前

年同四半期は１億50百万円の損失）となりました。 

  

建築 

 戸建鉄筋コンクリート住宅を担当する100％子会社の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、会社設立45周年を記念したダブルエコキャンペーンの実施、新商品である企画住宅マイライ

フのラインナップの充実、提携先企業の拡大、営業ツールの整備及び新しい広告宣伝の実施などにより受注の確保・

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を

推進しております。建築事業の売上高は、６億72百万円（前年同四半期比7.7％減）、営業損失は１億５百万円（前

年同四半期は１億２百万円の損失）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１四半期連結会計期間末の総資産は171億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億50百万円減少しま

した。流動資産につきましては109億19百万円となり、９億28百万円減少しました。これは、たな卸資産（前連結

会計年度増減額５億61百万円）が増加したものの、受取手形及び売掛金（同△12億41百万円）・現金及び預金（同

△４億20百万円）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、62億56百万円となり、２億22

百万円減少しました。これは、株価の下落により、投資有価証券（同△１億92百万円）が減少したことが主な要因

であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は67億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億73百万円減少しまし

た。流動負債につきましては56億27百万円となり、８億73百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金（同

△５億39百万円）・短期借入金（同△２億円）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、

10億96百万円となり、１億円増加しました。これは、資産除去債務（同１億25百万円）が増加したことが主な要因

であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は104億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億77百万円減少しま

した。これは、利益剰余金（同△２億58百万円）・その他有価証券評価差額金（同△１億18百万円）が減少したこ

とが主な要因であります。以上の結果、自己資本比率は60.9％となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



② キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会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

４億20百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には21億81百万円となりました。  

  

 当第１四半期連結会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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、84百万円の支出（前年同四半期は２億67百万円の収入）となりました。

税金等調整前四半期純損失３億16百万円と、売上債権の減少額（12億41百万円）が、たな卸資産の増加額（△５億

61百万円）と仕入債務の減少額（△５億39百万円）を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、73百万円の支出（前年同四半期は48百万円の支出）となりました。有形

固定資産の取得による支出（△81百万円）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、２億63百万円の支出（前年同四半期は43百万円の支出）となりました。

短期借入金の減少額（△２億円）、配当金の支払額（△61百万円）が主なものであります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、現時点において平成22年５月14日公表数値からの変更はございませ

ん。 

 なお、本日（平成22年８月６日）別途公表しております「特別損失の計上に関するお知らせ」の通り、連結で

109百万円、個別で73百万円の特別損失を計上しておりますが、これにより業績予想の修正が必要と判断される場

合には、速やかに公表いたします。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

 なお、連結範囲の変更はありませんが、連結子会社の㈱協和製作所は、平成22年４月１日付で連結子会社の関西

ジオスター㈱に合併され消滅いたしました。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

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１四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。 

２．その他の情報



（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。 

 これにより、営業損失及び経常損失は 千円増加し、税金等調整前四半期純損失は 千円増加して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であります。 

  

２．「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用し、退職給付引当金の数理計算上の差異を定率法から定額法による費用処理に変更しております。

  これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ 千円減少しておりま

す。 

  

３．表示方法の変更（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しており

ます。 

975 110,815

125,553

1,897



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,181,895 2,602,339

受取手形及び売掛金 5,200,382 6,441,690

商品及び製品 2,044,076 1,499,891

仕掛品 150,039 103,547

原材料及び貯蔵品 924,935 954,057

その他 420,376 248,017

貸倒引当金 △1,876 △1,287

流動資産合計 10,919,830 11,848,256

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,291,068 1,289,637

機械装置及び運搬具（純額） 787,315 789,993

土地 2,745,926 2,751,257

建設仮勘定 3,820 54,605

その他（純額） 140,709 160,835

有形固定資産合計 4,968,839 5,046,329

無形固定資産 65,419 70,311

投資その他の資産   

投資有価証券 932,582 1,124,990

その他 417,328 370,797

貸倒引当金 △127,666 △133,634

投資その他の資産合計 1,222,244 1,362,154

固定資産合計 6,256,503 6,478,795

資産合計 17,176,333 18,327,051



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,427,752 2,967,586

短期借入金 1,400,000 1,600,000

未払費用 1,037,512 1,074,448

未払法人税等 5,482 49,379

未払消費税等 323 32,784

賞与引当金 103,629 221,065

完成工事補償引当金 21,136 20,727

その他 631,420 535,001

流動負債合計 5,627,257 6,500,994

固定負債   

長期借入金 700,000 700,000

退職給付引当金 96,479 100,811

役員退職慰労引当金 87,601 87,650

資産除去債務 125,698 －

その他 87,085 108,272

固定負債合計 1,096,864 996,734

負債合計 6,724,121 7,497,728

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 4,136,356 4,394,800

自己株式 △116,158 △116,132

株主資本合計 10,241,344 10,499,814

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 210,867 329,508

評価・換算差額等合計 210,867 329,508

純資産合計 10,452,211 10,829,323

負債純資産合計 17,176,333 18,327,051



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,697,053 2,476,991

売上原価 2,238,056 2,010,457

売上総利益 458,997 466,533

販売費及び一般管理費 712,353 688,175

営業損失（△） △253,356 △221,641

営業外収益   

受取配当金 7,490 7,795

受取ロイヤリティー 4,177 3,680

還付消費税等 4,491 4,140

その他 2,001 3,339

営業外収益合計 18,161 18,955

営業外費用   

支払利息 13,395 8,053

その他 60 1,474

営業外費用合計 13,456 9,527

経常損失（△） △248,651 △212,212

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,269 5,324

固定資産売却益 － 1,689

特別利益合計 4,269 7,014

特別損失   

減損損失 1,177 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 109,839

固定資産除却損 403 1,352

特別損失合計 1,580 111,191

税金等調整前四半期純損失（△） △245,963 △316,389

法人税等 △87,581 △119,861

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △196,528

四半期純損失（△） △158,382 △196,528



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △245,963 △316,389

減価償却費 111,710 117,162

減損損失 1,177 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 109,839

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,009 △3,422

受取利息及び受取配当金 △7,702 △7,953

支払利息 13,395 8,053

売上債権の増減額（△は増加） 1,518,030 1,241,308

たな卸資産の増減額（△は増加） △165,689 △561,556

仕入債務の増減額（△は減少） △717,580 △539,833

その他 △196,976 △89,297

小計 306,393 △42,089

利息及び配当金の受取額 7,702 7,953

利息の支払額 △12,415 △6,815

法人税等の支払額 △34,014 △43,173

営業活動によるキャッシュ・フロー 267,665 △84,124

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 △42,568 △81,391

有形固定資産の売却による収入 1,094 7,588

長期貸付金の回収による収入 － 4,407

その他 △6,612 △3,885

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,086 △73,280

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） － △200,000

長期借入金の返済による支出 △6,250 －

配当金の支払額 △35,395 △61,927

その他 △1,760 △1,110

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,406 △263,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 176,172 △420,443

現金及び現金同等物の期首残高 2,601,175 2,602,339

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,777,347 2,181,895



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21年４月１日 至 平成21年６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１四半期連結累計期間  

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 「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」に記載のとおり、当第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160,445千円増加し、営業損失

は、建築事業で34,156千円減少しております。 

  前第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） 

  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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

［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  1,968,803  728,250  2,697,053  －  2,697,053

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 5,124  528  5,652  (5,652)  －

計  1,973,928  728,778  2,702,706  (5,652)  2,697,053

営業損失（△）  △150,799  △102,556  △253,356  －  △253,356

［所在地別セグメント情報］

［海外売上高］



１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、地域別製販一体型事業部制度を導入し業務運営を行っておりますが、本社事業部及び経営管理部は

各地域事業部を統括する役割を担い、取り扱う製品・サービスについての包括的な戦略を立案し、事業活動を

展開しております。 

したがって、当社は、取り扱う製品・サービスを基礎としたセグメントから構成されており、「土木事業」

及び「建築事業」の２つを報告セグメントとしております。なお、セグメント、プレス土木及びＲＣ土木製品

については、集約基準の要件を満たしており、適切な情報を提供するために「土木事業」に集約しておりま

す。 

「土木事業」は、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

を行っております。「建築事業」は、鉄筋コンクリート系プレハブ住宅の設計・施工・販売・補修を行ってお

ります。  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（単位：千円）  

 （注） 調整額は、セグメント間取引消去であります。  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年３月

21日）を適用しております。 

該当事項はありません。  

［セグメント情報］

  土木 建築 合計
調整額 
（注）  

四半期連結損益
計算書計上額 

売上高  

外部顧客に対する売上高  1,804,721  672,269  2,476,991  －  2,476,991

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 5,964  2,762  8,727  △8,727  －

計  1,810,686  675,032  2,485,718  △8,727  2,476,991

セグメント損失（△）  △115,861  △105,780  △221,641  －  △221,641

（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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