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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12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 ％

23年3月期第3四半期 5,328 5.3 △33 ― △31 ― △49 ―

22年3月期第3四半期 5,061 △12.0 61 △61.8 54 △72.9 △1 ―

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3四半期 △1.65 ―

22年3月期第3四半期 △0.06 ―

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3四半期 12,910 5,378 41.7 177.97
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3四半期  5,378百万円 22年3月期  5,557百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 7,500 5.7 200 25.5 150 10.8 100 125.0 3.35



(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 

（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 
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。）

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） 23年3月期3Q 32,507,138株 22年3月期  32,163,855株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,283,165株 22年3月期  2,279,061株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 29,997,186株 22年3月期3Q 29,543,213株
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当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）におけるわが国経済は、失
業率も高水準で推移し、足踏み状態にありました。 
 この間、公共投資も総じて低調で、当社グループにとっても厳しい環境でありましたが、セラミック事
業が大幅に改善し、主力の下水道関連のコンクリート事業でも、一部で出荷量が増加いたしました。しか
しながら、需要が減退するなか販売単価が弱含みに推移し、収益面では厳しい状況でありました。 
 連結売上高は53億２千８百万円（前年同四半期比5.3％増）と増収になったものの、連結営業損失３千
３百万円、連結経常損失３千１百万円、連結四半期純損失４千９百万円となりました。 
 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、売上高は43億９百万円、前年同四半期比２千４百万円
（0.6％）の増収となりましたが、公共下水道分野の需要減少による価格競争の激化により、営業利益
は１億６千５百万円、前年同四半期比１億１千２百万円（40.4％）の減益となりました。 

 ②セラミック事業 
 セラミック事業におきましては、世界的な不況の煽りを受けた前年同四半期より大幅な改善をし、売
上高８億２百万円、前年同四半期比２億４千５百万円（44.1％）の増収となり、営業利益は６千５百万
円、前年同四半期比２千５百万円（62.6％）の増益となりました。 

 ③その他事業（工事資材事業・ＲＦＩＤ事業） 
 工事資材事業も、公共事業の減少を受け厳しい状況が続いており、その他事業の売上高は２億１千６
百万円、前年同四半期比３百万円（1.4％）の減収となり、営業損失１千３百万円となりました。 

   
 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３四半期連結会計期間末の総資産は129億１千万円、前連結会計年度末比３億６千７百万円の減
少となりました。負債は75億３千１百万円、前連結会計年度末比１億８千９百万円の減少となりまし
た。純資産は53億７千８百万円、前連結会計年度末比１億７千８百万円の減少となりました。 

 (キャッシュ・フローの状況) 
 当第３四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11億４千２
百万円、前連結会計年度末比６千５百万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４億７千４百万円、前年同四半期比１億７千９百万円の増加となりま
した。これは、減価償却費３億５千３百万円、売上債権の増加１億１千万円及び仕入債務の増加２億９
千６百万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１億４千７百万円、前年同四半期比４億５千万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１億２千２百万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３億９千１百万円、前年同四半期比７億１千９百万円の減少となりま
した。これは、長期借入金の返済による支出２億２千万円及び短期借入金の純増減１億５千万円等によ
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３四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３四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) 
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。 
 なお、一部の工場等で建物及び土地を賃借しており、不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原
状回復に係る債務を有しておりますが、当該資産に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在の
ところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。その
ため当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

  
 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（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第３四半期
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、当第３四半期連結会計期間
では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しています。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,166,383 1,213,882

受取手形及び売掛金 2,800,938 2,690,221

商品及び製品 1,504,074 1,513,386

仕掛品 90,925 110,394

原材料及び貯蔵品 100,219 104,836

その他 94,933 64,649

貸倒引当金 △20,768 △19,349

流動資産合計 5,736,706 5,678,020

固定資産

有形固定資産

土地 4,213,754 4,208,384

その他（純額） 2,166,266 2,370,917

有形固定資産合計 6,380,020 6,579,302

無形固定資産

のれん 87,618 103,080

その他 88,655 122,835

無形固定資産合計 176,274 225,916

投資その他の資産

その他 734,371 907,842

貸倒引当金 △116,662 △112,483

投資その他の資産合計 617,708 795,358

固定資産合計 7,174,003 7,600,577

資産合計 12,910,710 13,278,598

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,630,355 1,334,184

短期借入金 1,551,136 1,701,136

未払法人税等 14,185 29,211

賞与引当金 8,829 37,347

その他 361,669 390,480

流動負債合計 3,566,176 3,492,359

固定負債

長期借入金 1,918,092 2,139,016

退職給付引当金 719,259 676,065

役員退職慰労引当金 146,800 142,100

負ののれん 69,238 78,269

その他 1,112,185 1,193,365

固定負債合計 3,965,575 4,228,815

負債合計 7,531,751 7,721,174
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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 3,014,270 3,063,702

自己株式 △148,879 △148,646

株主資本合計 4,207,141 4,256,806

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △54,029 83,192

繰延ヘッジ損益 △10,405 △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 1,171,817 1,300,616

純資産合計 5,378,958 5,557,423

負債純資産合計 12,910,710 13,278,598
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 5,061,085 5,328,079

売上原価 4,103,794 4,451,012

売上総利益 957,290 877,066

販売費及び一般管理費 895,483 910,883

営業利益又は営業損失（△） 61,807 △33,816

営業外収益

受取利息 573 447

受取配当金 5,112 7,583

持分法による投資利益 16,233 11,809

負ののれん償却額 9,031 9,031

スクラップ売却益 2,105 5,148

その他 55,721 70,492

営業外収益合計 88,777 104,512

営業外費用

支払利息 89,534 81,819

その他 6,135 20,313

営業外費用合計 95,669 102,133

経常利益又は経常損失（△） 54,915 △31,437

特別利益

固定資産売却益 2,182 －

企業年金返戻金 14,203 －

還付固定資産税等 － 9,310

その他 4,362 406

特別利益合計 20,748 9,716

特別損失

固定資産売却損 4,003 －

投資有価証券評価損 38,100 －

経営統合関連費用 － 11,719

その他 14,000 568

特別損失合計 56,103 12,287

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

19,560 △34,008

法人税、住民税及び事業税 17,376 11,130

法人税等調整額 4,010 4,293

法人税等合計 21,386 15,423

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △49,432

四半期純損失（△） △1,826 △49,432
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 2,133,525 2,326,530

売上原価 1,704,526 1,993,037

売上総利益 428,999 333,492

販売費及び一般管理費 286,214 286,472

営業利益 142,785 47,019

営業外収益

受取利息 136 121

受取配当金 1,248 1,448

持分法による投資利益 12,808 14,264

負ののれん償却額 3,010 3,010

その他 22,307 22,116

営業外収益合計 39,511 40,961

営業外費用

支払利息 29,676 26,953

その他 937 5,976

営業外費用合計 30,613 32,930

経常利益 151,683 55,051

特別利益

貸倒引当金戻入額 △4,353 △5,323

特別利益合計 △4,353 △5,323

特別損失

固定資産売却損 4,003 －

経営統合関連費用 － 8,594

その他 △4,837 568

特別損失合計 △833 9,162

税金等調整前四半期純利益 148,163 40,564

法人税、住民税及び事業税 7,987 1,684

法人税等調整額 △312 1,366

法人税等合計 7,675 3,050

少数株主損益調整前四半期純利益 － 37,514

四半期純利益 140,488 37,514
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

19,560 △34,008

減価償却費 380,170 353,585

のれん償却額 15,462 15,462

負ののれん償却額 △9,031 △9,031

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,796 5,596

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,459 △28,518

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,747 43,194

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,788 4,700

受取利息及び受取配当金 △5,686 △8,031

支払利息 89,534 81,819

持分法による投資損益（△は益） △16,233 △11,809

投資有価証券評価損益（△は益） 38,100 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 7,604 118

為替差損益（△は益） 2,650 2,214

売上債権の増減額（△は増加） 56,181 △110,717

たな卸資産の増減額（△は増加） △221,210 33,398

仕入債務の増減額（△は減少） △83,590 296,171

その他 116,240 △60,873

小計 401,624 573,272

利息及び配当金の受取額 5,686 8,031

利息の支払額 △88,608 △80,541

法人税等の支払額 △23,756 △26,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 294,946 474,331

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） △21,632 △18,500

投資有価証券の取得による支出 △53,518 △3,908

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 △515,224 △122,087

無形固定資産の取得による支出 △6,877 －

有形固定資産の売却による収入 3,155 －

無形固定資産の売却による収入 62 －

貸付けによる支出 △7,170 △6,676

貸付金の回収による収入 6,424 5,156

その他 △3,160 △1,004

投資活動によるキャッシュ・フロー △597,911 △147,019
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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） △155,000 △150,000

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 △209,492 △220,924

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 △28,126 △19,939

自己株式の売却による収入 51,460 －

自己株式の取得による支出 △349 △232

財務活動によるキャッシュ・フロー 328,631 △391,095

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,650 △2,214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,016 △65,998

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 1,028,982 1,142,383
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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 

  

   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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

4,285,309 556,603 219,172 5,061,085 ― 5,061,085

(2)セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 4,285,309 556,603 219,172 5,061,085 ― 5,061,085
営業利益又は営業損失(△) 278,150 40,361 △10,015 308,496 (246,688) 61,807

【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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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 4,309,796 802,239 216,042 5,328,079
セグメント間の内部売上高又
は振替高

― ― ― ―

計 4,309,796 802,239 216,042 5,328,079
セグメント利益又は損失(△) 165,891 65,646 △13,878 217,659

 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 217,659

全社費用（注） △251,475

四半期連結損益計算書の営業損失 △33,816

(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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