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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） 

(注) 22年3月期は決算期変更により変則10カ月間（平成21年6月1日から平成22年3月31日まで）であり、前年同四半期（平成21年6月1日から平成22年2月
28日まで）とは対象期間が異なっております。このため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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 3,719 ― 27 ― △7 ― △86 ―
22年3月期第3四半期 4,191 △13.2 156 157.3 109 515.9 81 ―

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 △12.40 ―
22年3月期第3四半期 11.68 ―

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 6,798 2,380 35.0 339.81
22年3月期 7,108 2,505 35.2 357.65

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,380百万円 22年3月期  2,505百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
23年3月期 ― ― ―
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  
※ 前連結会計年度は決算期の変更により、平成21年６月１日から平成22年３月31日までの10カ月間となっております。このため、対前期増減率について
は記載しておりません。 

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 5,300 ― 50 ― 0 ― △200 ― △28.55



(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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「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.4「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 7,275,194株 22年3月期  7,275,194株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  270,731株 22年3月期  269,613株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 7,004,889株 22年3月期3Q 7,006,206株
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前連結会計年度は決算期を変更したため、平成21年６月1日から平成22年３月31日までの10ヵ月の変則

決算となっております。従いまして、前第３四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成22年２月28

日まで）と当第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）とは対象期間が異

なっているため、本文中の記載（全般およびセグメント別の業績等）についての前年同期比較を記載して

おりません。 
  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、第２四半期までは、新興国向け輸出の増加と経済対

策効果を支えとして緩やかな回復基調を維持しましたが、第３四半期に入ると、世界景気の減速と円高圧

力の高まりにより輸出が頭打ちとなったことや、政策効果の剥落による個人消費の反動減などを要因に回

復の動きが足踏み状態となり、先行きについては予断を許さない状況となりました。 

当社の関連するコンクリート製品業界におきましては、需要の大半を占めております公共事業が財政問

題の深刻化や政策変更等を背景に縮減傾向が続いており、同業者間の受注競争がさらに激化し、経営環境

は一段と厳しさを増しております。 

このような状況下におきまして、当社グル－プは、公共事業の中でも比較的ニーズが高いと思われる雨

水排水や地震等への都市防災・ライフラインの再構築関連分野及び落石雪崩防護柵等の防災関連分野に対

し積極的に提案営業を展開いたしました。その結果、前半は、予算の縮減に加え、事業のずれ込み等の影

響で販売量が伸びなかったものの、後半にかけて回復基調となり、当第３四半期連結累計期間の売上高は

37億19百万円となりました。 

収益面では、当第３四半期連結会計期間において、「エスホール」などの高付加価値製品を含め売上数

量が増加したことに加え、売上単価もヒュ－ム管を除き総じて堅調であったこと、さらに製造量の増加に

伴う製造原価の低減効果などもあり、大幅に回復いたしましたが、第２四半期連結累計期間までの不振を

一掃するまでには至らず、当第３四半期連結累計期間においては、営業利益は27百万円、経常損失７百万

円、四半期純損失86百万円にとどまりました。 

  

セグメントの業績概況は次のとおりであります。 

①コンクリート等製品事業 

・ヒューム管および円形マンホール等遠心力締固めコンクリート製品につきましては、ガラス繊維鉄筋

コンクリート管「セミシールドパイプＳＳＰ」は比較的堅調であったものの、需要減少による受注競

争激化の影響で、ヒューム管の販売価格が全体的に低下し、また、円形組立式マンホール「ユニホー

ル」は数量が伸び悩んだため、売上高は９億８百万円となりました。 

・振動締固めコンクリート製品につきましては、箱型組立式マンホール「エスホール」や雨水貯留管

「組立式大口径推進管」等の高価格製品が堅調であったものの、主要な下水管路である「ボックスカ

ルバート」が低調であったため、売上高は16億45百万円となりました。 

・防災製品につきましては、落石防護柵である「ループフェンス」が伸びず、売上高は３億70百万円と

なりました。 

・商品につきましては、防災商品の取扱が増加し、売上高は５億10百万円となりました。 

・以上の結果、当第３四半期連結累計期間におけるコンクリート等製品事業の売上高は34億35百万円、

営業利益は１億46百万円となりました。 

②工事事業 

当第３四半期連結累計期間における工事事業は、コンクリート製品の据付工事及び防災工事ともに伸

びず、売上高は２億84百万円、営業損失は44百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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① 資産、負債及び純資産の状況 

［資産］ 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は67億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ３

億10百万円減少しました。流動資産は売上債権の減少３億24百万円を主要因に２億35百万円減少

し、固定資産は有形固定資産の減少41百万円等により75百万円減少しました。 

［負債］ 

当第３四半期連結会計期間末における総負債は44億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ１

億84百万円減少しました。流動負債は仕入債務の増加２億20百万円を主要因に１億19百万円増加し

ましたが、固定負債は社債の減少２億60百万円を主要因に３億３百万円減少しました。 

［純資産］ 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は23億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ１

億25百万円減少しました。これは、当第３四半期連結累計期間の四半期純損失86百万円、配当金支

払21百万円と有価証券評価差額金の減少17百万円等によるものです。 

  

② 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の残高は12億71百万円となり、前連結会

計年度末に比べ17百万円増加いたしました。 

［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

営業活動の結果増加した資金は６億円となりました。これは売上債権の減少３億24百万円、仕入

債務の増加２億20百万円、減価償却費１億65百万円等の増加要因に対し、税金等調整前当期純損失

77百万円、たな卸資産の増加68百万円等の減少要因があったことによるものです。 

［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

投資活動の結果減少した資金は１億32百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支

出１億41百万円を主な要因とするものです。 

［財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

財務活動の結果減少した資金は４億51百万円となりました。これは短期借入金の返済３億30百万

円、長期借入金の返済75百万円、社債の償還25百万円等によるものです。 

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、現時点においては、平成22年11月11日に公表いたしまし

た予想数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数値と異なる可能性があります。 

  

(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
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該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

 ・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。 

 ・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、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

又は第２四半期連結会計期間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。 

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、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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

する方法によっております。 

 ・退職給付費用の算定方法  

当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額（簡便法）に基づき、連結会計年

度に係る退職給付費用の額を期間按分する方法によっております。 

 ・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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

（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。 

 なお、これにより、損益に与える影響はありません。 

  

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
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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 1,271,085 1,253,794

受取手形及び売掛金 2,156,285 2,480,492

商品及び製品 1,210,223 1,302,867

半成工事 145,937 20,929

原材料及び貯蔵品 243,216 206,914

その他 61,617 44,520

貸倒引当金 △60,197 △46,282

流動資産合計 5,028,168 5,263,236

固定資産   

有形固定資産   

土地 870,542 821,671

その他（純額） 608,782 699,116

有形固定資産合計 1,479,324 1,520,788

無形固定資産 36,281 45,030

投資その他の資産   

その他 304,222 321,239

貸倒引当金 △49,391 △41,508

投資その他の資産合計 254,831 279,731

固定資産合計 1,770,437 1,845,549

資産合計 6,798,605 7,108,785

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,070,880 849,904

短期借入金 1,360,000 1,690,000

1年内返済予定の長期借入金 80,000 100,000

1年内償還予定の社債 770,000 535,000

未払法人税等 11,695 15,343

賞与引当金 8,482 35,329

その他 300,088 256,487

流動負債合計 3,601,146 3,482,065

固定負債   

社債 140,000 400,000

長期借入金 465,000 520,000

退職給付引当金 140,326 141,210

役員退職慰労引当金 61,970 59,950

長期預り保証金 10,000 －

固定負債合計 817,296 1,121,160

負債合計 4,418,443 4,603,225
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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 1,956,930 1,956,930

資本剰余金 521,766 521,766

利益剰余金 △33,190 74,662

自己株式 △35,766 △35,665

株主資本合計 2,409,740 2,517,695

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,578 △12,134

評価・換算差額等合計 △29,578 △12,134

純資産合計 2,380,162 2,505,560

負債純資産合計 6,798,605 7,108,785
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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６月１日 
 至 平成22年２月28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 4,191,611 3,719,749

売上原価 3,193,082 2,865,978

売上総利益 998,528 853,770

販売費及び一般管理費 841,942 826,764

営業利益 156,586 27,006

営業外収益   

受取利息 6,568 5,996

受取配当金 1,952 2,703

受取保険料 － 9,152

その他 15,881 12,172

営業外収益合計 24,402 30,024

営業外費用   

支払利息 54,614 51,126

持分法による投資損失 425 677

その他 16,489 12,681

営業外費用合計 71,529 64,485

経常利益又は経常損失（△） 109,459 △7,454

特別利益   

固定資産売却益 － 1,982

役員退職慰労引当金戻入額 43,370 －

特別利益合計 43,370 1,982

特別損失   

固定資産除却損 6,302 22,077

投資有価証券評価損 2,670 3,164

関係会社支援損 15,760 －

関係会社整理損 16,363 －

減損損失 11,537 －

貸倒引当金繰入額 － 27,555

経営統合関連費用 － 19,051

たな卸資産評価損 8,902 －

特別損失合計 61,537 71,848

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（△）

91,292 △77,320

法人税、住民税及び事業税 9,757 9,516

法人税等合計 9,757 9,516

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △86,836

少数株主損失（△） △267 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 81,802 △86,836
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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12月１日 
 至 平成22年２月28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 1,584,930 1,818,058

売上原価 1,235,059 1,381,654

売上総利益 349,871 436,404

販売費及び一般管理費 280,746 275,852

営業利益 69,124 160,551

営業外収益   

受取利息 2,665 2,647

受取配当金 997 1,253

持分法による投資利益 － 104

受取保険料 － 8,609

その他 8,855 3,506

営業外収益合計 12,518 16,121

営業外費用   

支払利息 17,827 15,419

持分法による投資損失 △440 －

その他 6,760 2,896

営業外費用合計 24,147 18,316

経常利益 57,496 158,356

特別損失   

固定資産除却損 － 6,756

投資有価証券評価損 △1,836 △426

経営統合関連費用 － 8,920

関係会社整理損 1,441 －

貸倒引当金繰入額 － 18,291

特別損失合計 △395 33,542

税金等調整前四半期純利益 57,892 124,813

法人税、住民税及び事業税 3,233 3,172

法人税等合計 3,233 3,172

少数株主損益調整前四半期純利益 － 121,641

四半期純利益 54,658 121,641
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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６月１日 
 至 平成22年２月28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（△）

91,292 △77,320

減価償却費 230,290 165,713

減損損失 11,537 －

持分法による投資損益（△は益） 425 677

投資有価証券評価損益（△は益） 2,670 3,164

固定資産除却損 6,302 22,077

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,450 21,797

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,282 △883

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △59,630 2,020

受取利息及び受取配当金 △8,521 △8,699

支払利息 54,614 51,126

固定資産売却損益（△は益） － △1,982

売上債権の増減額（△は増加） 6,860 324,206

たな卸資産の増減額（△は増加） 194,342 △68,665

仕入債務の増減額（△は減少） △379,893 220,976

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,446 △36,384

未払費用の増減額（△は減少） △194 △6,264

その他 20,469 39,050

小計 193,181 650,610

利息及び配当金の受取額 8,521 8,699

利息の支払額 △52,345 △47,208

法人税等の還付額 － 4,983

法人税等の支払額 △24,899 △16,408

営業活動によるキャッシュ・フロー 124,458 600,676

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） 20,000 －

有形固定資産の取得による支出 △119,345 △141,768

有形固定資産の売却による収入 － 6,881

無形固定資産の取得による支出 △12,645 △870

投資有価証券の取得による支出 △51,566 －

投資有価証券の売却による収入 800 －

貸付けによる支出 △4,300 △800

貸付金の回収による収入 9,285 3,347

その他 5,123 943

投資活動によるキャッシュ・フロー △152,649 △132,267
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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６月１日 
 至 平成22年２月28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） △115,000 △330,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △80,000 △75,000

社債の償還による支出 △40,000 △25,000

自己株式の取得による支出 △119 △101

自己株式の売却による収入 83 －

配当金の支払額 － △21,016

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,035 △451,117

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △163,226 17,291

現金及び現金同等物の期首残高 1,272,683 1,253,794

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,109,456 1,271,085
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該当事項はありません。 

  

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) 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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