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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 8,588 △2.0 △57 ― △43 ― △112 ―
22年3月期第3四半期 8,764 △9.1 3 ― 19 ― △25 ―

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 △8.59 ―
22年3月期第3四半期 △1.91 ―

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 12,958 7,411 57.2 563.72
22年3月期 13,887 7,601 54.7 578.10

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  7,411百万円 22年3月期  7,601百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想） 7.50 7.50

3.  平成23年3月期の業績予想（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 13,000 △0.4 160 23.1 150 0.0 120 18.8 9.07



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

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 13,233,000株 22年3月期  13,233,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  84,999株 22年3月期  84,790株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 13,148,152株 22年3月期3Q 13,150,445株

※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、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」をご覧下さい。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、一部の企業で収益の改善が見られますが、雇用情勢の

悪化や個人消費の低迷等により、厳しい状況が続いており、景気の先行きは引き続き不透明な状況で推

移しております。 

当社の関連するコンクリート製品業界におきましては、財政の悪化に伴う公共事業予算の縮減及び民

間設備投資の抑制などの影響が大きく、依然として厳しい業況となりました。 

このような状況の中で当社は、新たに中期経営３カ年計画Challenge「NewRebirth」を策定し、当社

の主力製品でありますボックスカルバートの、施工性経済性を追求した耐震性接着継手工法「ＴＢ（タ

ッチボンド）工法」や環境を重視した施工方法であります「ＥＣＯ－Ｃ・Ｌ（エコ・クリーンリフト）

工法」の、積極的な普及・拡販を軸に販売力強化に努めてまいりました。しかし、販売価格の低下によ

り、当第３四半期累計期間の売上高は85億８千８百万円となり、前年同四半期に比べ2.0％の減収とな

りました。  

損益面におきましては、製造原価管理と販売費及び一般管理費の節減への取り組みを続け、営業利

益、経常利益共第２四半期累計期間より若干の改善はいたしましたが、売上高の減収の影響により、営

業損失は５千７百万円(前年同四半期は３百万円の利益）、経常損失は４千３百万円（前年同四半期は

１千９百万円の利益）となりました。特別損失として資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額２千５

百万円及び税金費用の計上により四半期純損失は１億１千２百万円（前年同四半期は２千５百万円の損

失）となりました。 

  

 ①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末における総資産は129億５千８百万円（前事業年度末に比べ９億２千８百万

円減少）となりました。その内、流動資産は前事業年度末に比べ10億５千万円減少し、97億３千４百万

円となり、固定資産は１億２千１百万円増加して32億２千４百万円になりました。流動資産の主な減少

は、受取手形及び売掛金の減少11億１千８百万円となっております。 

当第３四半期会計期間末における負債合計は55億４千７百万円（前事業年度末比べ７億３千９百万円

減少）となりました。その内、流動負債は前事業年度末に比べ７億２千７百万円減少し、50億５千３百

万円となり、固定負債は前事業年度末に比べ１千１百万円減少し、４億９千３百万円となりました。流

動負債の主な減少は支払手形及び買掛金の減少６億８千３百万円であります。 

当第３四半期会計期間末における純資産は74億１千１百万円（前事業年度末に比べ１億８千９百万円

減少）となりました。主な減少は四半期純損失１億１千２百万円及び配当金の支払９千８百万円による

利益剰余金の減少２億１千１百万円となっております。その結果、自己資本比率は57.2％となりまし

た。 

 ②キャッシュフローの状況 

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」と云う）は前事業年度末に比べ、

７千２百万円増加（前年同期は１億９千３百万円の増加）し、当第３四半期会計期間末残高は９億８百

万円となりました。 

営業活動における資金収支は、税引前四半期純損失が７千５百万円となり、減価償却実施額１億２千

３百万円、売上債権の減少10億８千７百万円等の資金増加が、仕入債務の減少６億６千万円等の資金の

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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減少を上回ったことにより、資金の増加は３億４千４百万円（前年同期は３億４千２百万円の増加）

となりました。 

投資活動における資金収支は、定期預金の払戻による収入１億円等の資金の増加を、有形固定資産の

取得による支出１億１千７百万円、投資有価証券の取得による支出１億３千１百万円等の資金の減少が

上回ったことにより、資金の減少は１億７千４百万円（前年同期は４千９百万円の減少）となりまし

た。 

財務活動における資金収支は、支出は配当金の支払額９千７百万円等により、資金の減少は９千７百

万円（前年同期は９千８百万円の減少）となりました。 

  

わが国経済の現況は、政府による景気刺激策や中国をはじめとした海外新興市場への輸出増加などを

背景として、景気の持ち直し傾向が見られるものの、民間設備投資や個人消費の低迷は依然として改善

が見られず、公共事業は削減の傾向が続くと見込まれ、コンクリート製品業界を取巻く経営環境は依然

として厳しい状況が続くと思われます。こうした中で当社は、引き続き新工法の普及・販路の拡充や、

徹底した効率化の推進等により、全力を挙げて収益向上に努めてまいります。  

なお、平成23年３月期通期の業績予想につきましては、第４四半期において補正予算を含む公共事業

の発注の増加を期待し、前回発表予想を据え置いておりますが、業況の変化等により開示した予想数値

と異なる場合があります。  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

る場合には、前事業年度末の貸倒実績率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 

第１四半期会計期間末と第３四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略

し、前事業年度末又は第２四半期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してお

ります。 

３．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固定資産については、事業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．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度末において使用した将来業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法としております。 

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

第１四半期より、「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、当第３四半期累計期間の税引前四半期純損失が25,600千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25,600千円であります。 

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,473,495 3,500,876

受取手形及び売掛金 4,589,678 5,707,688

製品 1,328,735 1,355,535

原材料及び貯蔵品 175,648 106,372

その他 174,829 130,068

貸倒引当金 △8,175 △16,089

流動資産合計 9,734,212 10,784,451

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 269,019 281,230

機械及び装置（純額） 145,537 159,066

土地 1,714,065 1,712,737

その他（純額） 285,431 288,327

有形固定資産合計 2,414,054 2,441,361

無形固定資産 75,883 75,974

投資その他の資産

投資有価証券 495,599 326,197

その他 257,256 277,876

貸倒引当金 △18,151 △18,267

投資その他の資産合計 734,704 585,806

固定資産合計 3,224,642 3,103,141

資産合計 12,958,855 13,887,593

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,559,192 4,242,816

短期借入金 1,300,000 1,300,000

未払法人税等 14,160 21,072

賞与引当金 44,413 95,490

その他 135,900 122,078

流動負債合計 5,053,667 5,781,458

固定負債

退職給付引当金 96,511 120,781

長期未払金 264,910 265,930

その他 132,032 118,417

固定負債合計 493,453 505,128

負債合計 5,547,121 6,286,587
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,204,900 1,204,900

資本剰余金 819,054 819,054

利益剰余金 5,405,133 5,616,700

自己株式 △44,770 △44,649

株主資本合計 7,384,317 7,596,005

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 27,417 4,999

評価・換算差額等合計 27,417 4,999

純資産合計 7,411,734 7,601,005

負債純資産合計 12,958,855 13,887,593
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(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 8,764,027 8,588,910

売上原価 7,938,648 7,860,382

売上総利益 825,378 728,527

販売費及び一般管理費 822,345 786,048

営業利益又は営業損失（△） 3,032 △57,520

営業外収益

受取利息 13,175 9,389

受取配当金 2,560 2,600

その他 28,300 26,495

営業外収益合計 44,036 38,485

営業外費用

支払利息 14,446 13,311

その他 13,263 11,258

営業外費用合計 27,710 24,569

経常利益又は経常損失（△） 19,358 △43,604

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 1,516

投資有価証券売却益 513 －

その他 49 －

特別利益合計 563 1,516

特別損失

固定資産除却損 5,386 7,459

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 25,600

その他 － 372

特別損失合計 5,386 33,432

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 14,535 △75,520

法人税、住民税及び事業税 14,032 13,922

法人税等調整額 25,578 23,512

法人税等合計 39,611 37,435

四半期純損失（△） △25,075 △112,955
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【第３四半期会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(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 3,251,242 3,059,167

売上原価 2,909,953 2,783,979

売上総利益 341,289 275,187

販売費及び一般管理費 271,378 263,633

営業利益 69,911 11,554

営業外収益

受取利息 27 100

その他 6,801 5,254

営業外収益合計 6,829 5,354

営業外費用

支払利息 4,833 3,697

その他 5,030 3,416

営業外費用合計 9,863 7,114

経常利益 66,877 9,794

特別利益

貸倒引当金戻入額 － △698

特別利益合計 － △698

特別損失

固定資産除却損 2,390 1,665

その他 － 372

特別損失合計 2,390 2,037

税引前四半期純利益 64,487 7,059

法人税、住民税及び事業税 4,645 4,643

法人税等調整額 18,919 22,834

法人税等合計 23,565 27,478

四半期純利益又は四半期純損失（△） 40,922 △20,418
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

14,535 △75,520

減価償却費 129,176 123,291

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,587 △5,933

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △35,550 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,814 △8,030

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,106 △51,076

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000 △10,000

受取利息及び受取配当金 △15,735 △11,990

支払利息 14,446 13,311

有形固定資産除却損 5,386 7,459

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △513 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 25,600

その他の営業外損益（△は益） 167 －

その他の特別損益（△は益） △49 372

売上債権の増減額（△は増加） 656,902 1,087,017

たな卸資産の増減額（△は増加） △313,946 △43,504

その他の資産の増減額（△は増加） △19,739 △35,424

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,653 △19,226

仕入債務の増減額（△は減少） 12,530 △660,110

その他の負債の増減額（△は減少） 13,971 37,673

小計 370,420 373,906

利息及び配当金の受取額 12,857 9,857

利息の支払額 △14,446 △13,311

法人税等の支払額 △26,723 △26,137

営業活動によるキャッシュ・フロー 342,107 344,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △108,427 △117,574

資産除去債務の履行による支出 － △23,676

ソフトウエアの取得による支出 － △1,318

投資有価証券の取得による支出 △592 △131,869

投資有価証券の売却による収入 55,412 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） 2,561 20

差入保証金の差入による支出 △4,023 △453

差入保証金の回収による収入 5,655 595

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,414 △174,275
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(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

自己株式の取得による支出 △2,477 △121

配当金の支払額 △96,414 △97,298

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,892 △97,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 193,801 72,619

現金及び現金同等物の期首残高 590,940 835,876

現金及び現金同等物の四半期末残高 784,741 908,495
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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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