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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）

 (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 1,355 △0.4 △81 ― △88 ― △93 ―

22年3月期第1四半期 1,361 △10.8 △101 ― △114 ― △111 ―

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 △3.13 ―

22年3月期第1四半期 △3.82 ―

 (2) 連結財政状態

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 12,638 5,437 43.0 181.19

22年3月期 13,278 5,557 41.9 185.19

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 5,437百万円 22年3月期 5,557百万円

2. 配当の状況

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 ― 0.00 0.00

23年3月期 ―

23年3月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

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23年3月31日）
(％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) 3,300 12.7 0 ― 0 ― 0 ― 0.00

通期 7,500 5.7 200 25.5 150 10.8 100 125.0 3.35



 

 
 (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 
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、この四半期決算
短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していま
せん。 
  

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添
付資料】P.2「1.当四半期の連結業績等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」をご
覧ください。 
  

  

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

 (注)当四半期会計期間における連結範囲の変更に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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  23年3期1Ｑ 32,163,855株 22年3期 32,163,855株

② 期末自己株式数  23年3期1Ｑ 2,280,725株 22年3期 2,279,061株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  23年3期1Ｑ 29,883,684株 22年3期1Ｑ 29,269,147株
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当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年6月30日まで）におけるわが国経済は、海
外経済の改善を起点とし、着実に持ち直しつつあります。雇用・所得環境は依然として厳しい状況にある
ものの、先行きについては、引き続き緩やかに回復していくものと見込まれます。 一方この間、公共投
資は減少を続けており、当社グループにつきましても、主力の下水道関連のコンクリート事業は、一部で
出荷量が増加したものの、需要が減退するなか販売単価が弱含みに推移し、引き続き厳しい状況でありま
した。しかしながら、セラミック事業が大幅に好転したことから、連結売上高は13億５千５百万円（前年
同四半期比0.4％減）と微減に留まりました。収益面は若干改善し、連結営業損失８千１百万円、連結経
常損失８千８百万円、連結四半期純損失９千３百万円となりました。 
 今後もさらに、原材料価格の動向等に注意が必要な情勢ですが、一層のコスト削減を推し進め、お客様
のニーズを的確に捉え、売上高の向上と収益体質の強化をあわせて図ってまいります。 
  
  
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 ①コンクリート事業（組立式マンホール・ヒューム管等） 
 主力であるコンクリート事業におきましては、需要減少による競争激化にともない、売上高は10億２
千６百万円、前年同四半期比１億２千６百万円（11.0％）の減収となりました。営業損失は１千７百万
円、前年同四半期比３千万円の減益となりました。 

 ②セラミック事業 
 セラミック事業の売上高は、２億５千９百万円、前年同四半期比１億２千７百万円（96.8％）の増収
となり、営業利益は４千３百万円、前年同四半期比６千６百万円の増益となりました。 

 ③その他事業（工事資材事業・ＲＦＩＤ事業） 
 工事資材事業は、堅調に推移しております。ＲＦＩＤ事業に関しては、国内景気は緩やかに回復して
いるものの、各企業が設備投資を控える中、厳しい状況が続いており、その他事業の売上高は６千９百
万円、前年同四半期比６百万円（9.0％）の減収となり、営業損失１千８百万円となりました。 

   
 なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として上半期（第１四半期及び第２四半期）に比べ
下半期（第３四半期及び第４四半期）における出荷高の割合が大きいため、連結会計年度の上半期の売
上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。 

  

 (資産、負債及び純資産) 
 当第１四半期連結会計期間末の総資産は126億３千８百万円、前連結会計年度末比６億４千万円の減
少となりました。負債は72億１百万円、前連結会計年度末比５億２千万円の減少となりました。純資産
は54億３千７百万円、前連結会計年度末比１億１千９百万円の減少となりました。 

 (キャッシュ・フローの状況) 
 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は11億３千５
百万円、前連結会計年度末比７千３百万円の減少となりました。 
 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。 

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 
 営業活動により得られた資金は３億２千万円、前年同四半期比４千８百万円の減少となりました。こ
れは、減価償却費１億１千１百万円、売上債権の減少６億６千３百万円及びたな卸資産の増加２億９百
万円等によるものです。 

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 
 投資活動により使用した資金は７千５百万円、前年同四半期比３億５千８百万円の増加となりまし
た。これは、定期預金の増加２千５百万円及び有形固定資産の取得による支出４千５百万円等によるも
のです。 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 
 財務活動により使用した資金は３億１千７百万円、前年同四半期比６億８千４百万円の減少となりま
した。これは、短期借入金の純増減２億３千万円及び長期借入金の返済による支出７千５百万円による
ものです。 

  

本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき予想しました結果、平成22年５月14日に発表しま
した業績予想値に変更はありません。 
 なお、実際の業績につきましては、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ②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、一部実地棚卸を省略し、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。 

 ③固定資産の減価償却費の算定方法 
 定率法による減価償却費は、当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する方法によ
っております。 

 ④退職給付費用の算定方法 
 期首に算定した当連結会計年度に係る退職給付費用を期間按分する方法によっております。 

 ⑤経過勘定項目の算定方法 
 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

 ⑥法人税等の算定方法 
 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。 

  

 ①会計処理基準に関する事項の変更 
(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。 
 この変更による損益への影響はありません。 

  
 ②表示方法の変更 
  「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）に基づき財務諸表等
規則等の一部を改正する内閣府令（成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、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」の科目を表示しています。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 1,166,012 1,213,882

受取手形及び売掛金 2,026,787 2,690,221

商品及び製品 1,711,398 1,513,386

仕掛品 112,923 110,394

原材料及び貯蔵品 113,910 104,836

その他 66,980 64,649

貸倒引当金 △15,098 △19,349

流動資産合計 5,182,915 5,678,020

固定資産

有形固定資産

土地 4,208,384 4,208,384

その他（純額） 2,288,442 2,370,917

有形固定資産合計 6,496,827 6,579,302

無形固定資産

のれん 97,926 103,080

その他 110,267 122,835

無形固定資産合計 208,193 225,916

投資その他の資産

その他 867,797 907,842

貸倒引当金 △117,217 △112,483

投資その他の資産合計 750,579 795,358

固定資産合計 7,455,600 7,600,577

資産合計 12,638,515 13,278,598

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,191,004 1,334,184

短期借入金 1,470,636 1,701,136

未払法人税等 8,655 29,211

賞与引当金 62,450 37,347

その他 328,626 390,480

流動負債合計 3,061,372 3,492,359

固定負債

長期借入金 2,063,732 2,139,016

退職給付引当金 691,355 676,065

役員退職慰労引当金 146,800 142,100

負ののれん 75,259 78,269

その他 1,162,495 1,193,365

固定負債合計 4,139,642 4,228,815

負債合計 7,201,014 7,721,174
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,305,387 1,305,387

資本剰余金 36,363 36,363

利益剰余金 2,970,120 3,063,702

自己株式 △148,758 △148,646

株主資本合計 4,163,112 4,256,806

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 55,043 83,192

繰延ヘッジ損益 △16,906 △18,828

土地再評価差額金 1,236,251 1,236,251

評価・換算差額等合計 1,274,388 1,300,616

純資産合計 5,437,500 5,557,423

負債純資産合計 12,638,515 13,278,598
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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 1,361,123 1,355,403

売上原価 1,145,776 1,102,480

売上総利益 215,347 252,923

販売費及び一般管理費 317,189 334,538

営業損失（△） △101,841 △81,615

営業外収益

受取利息 133 108

受取配当金 3,743 4,234

負ののれん償却額 3,010 3,010

スクラップ売却益 274 361

その他 15,546 24,005

営業外収益合計 22,708 31,721

営業外費用

支払利息 30,037 27,745

持分法による投資損失 3,460 2,000

その他 1,906 9,175

営業外費用合計 35,404 38,922

経常損失（△） △114,538 △88,817

特別利益

固定資産売却益 2,182 －

貸倒引当金戻入額 3,953 4,206

企業年金返戻金 14,203 －

その他 － 406

特別利益合計 20,339 4,613

特別損失

貸倒引当金繰入額 3,149 －

商品評価損 5,580 －

その他 1,543 －

特別損失合計 10,273 －

税金等調整前四半期純損失（△） △104,471 △84,203

法人税、住民税及び事業税 3,657 5,843

法人税等調整額 3,591 3,535

法人税等合計 7,248 9,378

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △93,582

四半期純損失（△） △111,720 △93,582
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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（△） △104,471 △84,203

減価償却費 119,358 111,789

のれん償却額 5,154 5,154

負ののれん償却額 △3,010 △3,010

貸倒引当金の増減額（△は減少） △400 482

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,179 25,103

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,605 15,290

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,725 4,700

受取利息及び受取配当金 △3,877 △4,343

支払利息 30,037 27,745

持分法による投資損益（△は益） 3,460 2,000

有形固定資産除売却損益（△は益） △705 －

為替差損益（△は益） 830 931

売上債権の増減額（△は増加） 752,897 663,433

たな卸資産の増減額（△は増加） △247,987 △209,615

仕入債務の増減額（△は減少） △238,940 △143,179

その他 74,411 △45,899

小計 419,266 366,377

利息及び配当金の受取額 3,877 4,343

利息の支払額 △30,395 △27,417

法人税等の支払額 △23,514 △22,923

営業活動によるキャッシュ・フロー 369,233 320,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △40,670 △25,500

投資有価証券の取得による支出 △599 △6,549

投資有価証券の売却による収入 30 －

有形固定資産の取得による支出 △390,372 △45,968

無形固定資産の取得による支出 － 2,035

有形固定資産の売却による収入 3,155 －

貸付けによる支出 △4,600 △4,051

貸付金の回収による収入 1,032 4,122

その他 △2,446 158

投資活動によるキャッシュ・フロー △434,472 △75,753

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） △232,500 △230,500

長期借入れによる収入 510,000 －

長期借入金の返済による支出 △63,852 △75,284

セール・アンド・リースバックによる収入 160,139 －

リース債務の返済による支出 △6,243 △11,169

自己株式の取得による支出 △99 △111

財務活動によるキャッシュ・フロー 367,444 △317,065

現金及び現金同等物に係る換算差額 △830 △931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 301,374 △73,369

現金及び現金同等物の期首残高 1,005,965 1,208,382

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,307,340 1,135,012
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 該当事項はありません。 

  

 
   (注) １ 事業区分の方法 

   事業は、製品等の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。 
   ２ 各区分に属する主要な製品及び役務 

  (1) コンクリート事業……ユニホール(組立式マンホール)、ヒューム管等 
  (2) セラミック事業………ニューセラミック製品 
  (3) その他事業……………工事、情報通信関連（ＲＦＩＤ）、工事資材の販売等 

  

   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。 
  

   当社の報告セグメントは、当社グループ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。
 当社グループは、基本は会社単位にて事業活動を展開しており(一部重複する事業もあります）、その製品・
サービスの内容により、「コンクリート事業」、「セラミック事業」及び「その他事業」と区分し報告セグメン
トとしております。 
 報告セグメントの内容は、「コンクリート事業」は、当社グループの主力製品である、ユニホール（組立式マ
ンホール）及びヒューム管等、コンクリート２次製品を製造販売しております。「セラミック事業」は、電子部
品等のニューセラミック製品の製造販売をしております。「その他事業」は、工事資材の販売及びＲＦＩＤ関連
の販売をしております。 
  

 
  

 
    (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

 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

【事業の種類別セグメント情報】

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)

コンクリート事

業(千円)

セラミック 
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

1,152,451 131,822 76,850 1,361,123 ― 1,361,123

(2)セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,152,451 131,822 76,850 1,361,123 ― 1,361,123
営業利益及び営業損失(△) 13,154 △23,608 △4,843 △15,297 （86,544） △101,841

【セグメント情報】

（追加情報）

 １．報告セグメントの概要

 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）

報告セグメント

コンクリート事業 セラミック事業 その他事業 計

売上高

外部顧客への売上高 1,026,001 259,432 69,970 1,355,403
セグメント間の内部売上高又
は振替高

― ― ― ―

計 1,026,001 259,432 69,970 1,355,403
セグメント利益又は損失(△) △17,839 43,241 △18,091 7,310

 ３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差
額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位:千円）

利  益 金  額

報告セグメント計 7,310

全社費用（注） △88,925

四半期連結損益計算書の営業損失 △81,615

(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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