
   

平成23年5月13日

 

   

 

   

決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
決算説明会開催の有無    ： 無 
  
 

 

 

 
  

 

 
(注) 平成22年3月期は、決算期変更に伴い10カ月間の変則決算となっているため、対前期増減率は記載

しておりません。 
  

 

 

 
  

 

 
  

 
※ 平成24年3月期の配当予想については、ゼニス羽田株式会社の「平成24年3月期の業績予想及び配当

予想について」（本日発表）をご参照ください。 

  

※ 平成24年3月期の業績予想については、ゼニス羽田株式会社の「平成24年3月期の業績予想及び配当
予想について」（本日発表）をご参照ください。 

  

平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

上 場 会 社 名
ゼニス羽田株式会社 
（日本ゼニスパイプ株式会社分）

上場取引所 東

コ ー ド 番 号 5289 URL http://www.zenith-haneda.co.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名) 塩見 昌紀
問合せ先責任者 (役職名)取締役 (氏名) 石井  清 TEL (03)6863－3270  

定時株主総会開催予定日 平成23年6月24日 配当支払開始予定日 ―

有価証券報告書提出予定日     ―

(百万円未満切捨て)

１．平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 5,547 ― 105 ― 61 ― △159 ―
22年3月期 4,753 ― 138 ― 91 ― 43 ―

(注) 包括利益 23年3月期 △167百万円(―％) 22年3月期 44百万円(―％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 △22 78 ― ― △6.6 0.9 1.9
22年3月期 6 15 ― ― 1.7 1.2 2.9

(参考) 持分法投資損益 23年3月期 ―百万円 22年3月期 2百万円

（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 6,543 2,316 35.4 330 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 2,316百万円 22年3月期 2,505百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 734 △149 △596 1,242

22年3月期 240 △184 △75 1,253

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― ― ― ― ― ― 3 00 3 00 21 48.7 0.8

23年3月期 ― ― ― ― ― ― 0 00 0 00 ― ― ―

３．平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）



  

 

 

 
  

 

 
  

 
(注) 平成22年3月期は、決算期変更に伴い10カ月間の変則決算となっているため、対前期増減率は記載

しておりません。 
  
（２）個別財政状態 

 

 
  
  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

  
   
  

４．その他
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

（２）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

（３）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期 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 271,694株 22年3月期 269,613株

③ 期中平均株式数 23年3月期 7,004,541株 22年3月期 7,006,143株

(参考) 個別業績の概要
１．平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 4,791 ― 39 ― 70 ― △151 ―
22年3月期 4,241 ― 105 ― 115 ― 62 ―

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

23年3月期 △21 65 ― ―

22年3月期 8 96 ― ―

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 6,453 2,312 35.8 330 25

22年3月期 6,981 2,493 35.7 355 96

(参考) 自己資本 23年3月期 2,312百万円 22年3月期 2,493百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
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１．経営成績及び財政状態

（１）経営成績に関する分析

　 ① 当期の経営成績

　　　　前連結会計年度は、決算期変更により、平成21年６月１日から平成22年３月31日まで10ヵ月間の変則決算と

　　　なっております。このため前年同期との比較は行っておりません。

　　　　当連結会計年度におけるわが国経済は、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

　　　基調を維持してまいりました。世界景気の減速と急激な円高進行により、一時的に足踏み状態となったものの、

 　　　海外経済の改善から輸出が復調し、回復軌道に戻りつつありました。

　　　しかしながら、平成23年３月11日に発生した東日本大震災とその後の原発被害によって、深刻な影響が懸念さ

　　　れる事態となり、先行きについても予断を許さない状況で年度末を迎えました。

　　　　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き、経営環境は一段と厳しさを増しつつあります。

　　　　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、当連結会計年度の売上高は55億47百万円となりました。

　　　　利益面につきましては、「セミシールドパイプＳＳＰ」や「エスホール」などの高付加価値製品の売上が堅

　　　調で、売上単価もヒューム管を除き総じて上昇したこと、さらに製造部門における原価低減効果もあり、当連

　　　結会計年度における営業利益は１億５百万円、経常利益は61百万円となりました。

　　　　一方、株式会社ハネックス桑名工場への統合に伴う小坂井工場の閉鎖費用１億18百万円、固定資産除却損39

　　　百万円、株式会社ハネックスとの経営統合関連費用19百万円等、特別損失として２億12百万円を計上した結果、

　　　当連結会計年度の当期純損失は１億59百万円となりました。

　　　　セグメントの業績概況は次のとおりであります。

　　　　＜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、円形組立式マンホー

　　　　　ル「ユニホール」の数量が伸び悩んだものの、内水圧に強く付加価値の高いガラス繊維鉄筋コンクリート

　　　　　管「セミシールドパイプＳＳＰ」が増加したことや大口径の推進管が価格面では弱含みとなったものの数

　　　　　量面で堅調に推移したため、売上高は12億91百万円となりました。

　　　　・振動締固めコンクリート製品につきましては、主要な雨水排水管路である「ボックスカルバート」が弱含

　　　　　みで推移したものの、箱型組立式マンホール「エスホール」や雨水貯留管「組立式超大口径推進管」等の

　　　　　高価格製品が堅調であったことに加え、エレベーター部材「ラクシス」の需要が伸びたため、売上高は23

　　　　　億65百万円となりました。

　　　　・防災製品につきましては、斜面防災用の「ＰＵＣ受圧板」が微増となったものの、「ＭＪネット」や「ル

　　　　　ープフェンス」等の落石防護柵が減少したため、売上高は５億97百万円となりました。

　　　　・商品につきましては、コンクリート商品及び防災商品の取扱がともに増加し、売上高は７億26百万円とな

　　　　　りました。

　　　　・以上の結果、当連結会計年度におけるコンクリート等製品事業の売上高は49億81百万円、セグメント利益

　　　　　は２億43百万円となりました。

　　　　＜工事事業＞

　　　　　当連結会計年度における工事事業は、コンクリート製品の据付工事が後半回復したものの、防災工事が伸

　　　　　びず、売上高は５億66百万円、セグメント損失は41百万円となりました。
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　 ② 次期の見通し

　　　　次期の見通しにつきましては、従来からの景気の先行きが不透明な状況に加え、本年３月に発生した東日本

　　　大震災に伴う経済の減速懸念、電力供給の制約による生産への影響、原油価格の上昇等により予断を許さない

　　　ものと思われます。

　　　　このような環境の中、当社は、平成23年４月１日付にて株式会社ハネックスと株式移転により共同持株会社

      「ゼニス羽田株式会社」を設立いたしました。今後は、ゼニス羽田グループとして新たな英知の結集と製品・

　　　技術開発力を強化し、より強固な経営基盤を確立し持続的な成長を目指してまいります。

　　　　なお、連結の業績見通しにつきましては、ゼニス羽田株式会社の「平成24年３月期の業績予想及び配当予想

　　　について」（本日発表）をご参照ください。

（２）財政状態に関する分析

 　① 資産、負債及び純資産の状況

　　(ｲ) 資産

          当連結会計年度末における総資産は65億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億65百万円減少しまし

        た。流動資産は商品及び製品の減少２億80百万円と売上債権の減少41百万円を主要因として３億93百万円減少

　      し、固定資産は有形固定資産の減少１億30百万円を主要因に１億72百万円減少しました。

    (ﾛ) 負債

          当連結会計年度末における総負債は42億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億76百万円減少しまし

        た。流動負債は、短期借入金減少２億40百万円と年内償還予定社債の減少２億65百万円を主要因に３億11百万

　　　　円減少し、固定負債は、長期借入金が２億５百万増加したものの社債が２億70百万円減少したため、65百万円

　　　　の減少となりました。

    (ﾊ) 純資産

          当連結会計年度末における純資産は23億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億88百万円減少しまし

        た。これは、当連結会計期間純損失１億59百万円を主な要因とするものです。
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 　② キャッシュ・フローの状況

　　（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、７億34百万円（前連結会計年度は２億40百万円の増加）となりました。これ

　　　は、たな卸資産の減少３億19百万円、仕入債務の増加２億60百万円、減価償却費２億20百万円を主な要因とする

　　　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、１億49百万円（前連結会計年度は１億84百万円の減少）となりました。これ

　　　は有形固定資産の取得による支出１億72百万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、５億96百万円（前連結会計年度は75百万円の減少）となりました。これは社

　　　債の償還５億35百万円を主な要因とするものです。

　　（現金及び現金同等物の残高）

　　　　以上の各キャッシュ・フローの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年

　　　度末比11百万円減少し12億42百万円となりました。

　　　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

自己資本比率（％）

時価ベースの自己資本比率（％）

キャッシュフロー対
有利子負債比率（年）

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍）

　　　　（注）自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　　　　キャッシュフロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

　　　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

 　　　　　　　1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

 　　　　　　　2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

 　　　　　　　3. キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

  　　　　　　　　使用しております。なお、平成20年５月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率およびインタ

  　　　　　　　　レスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため

  　　　　　　　　表示しておりません。

 　　　　　　　4. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

  　　　　　　　　象としております。

 　　　　　　　5. 利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

11.5    4.0    
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35.2    

9.9    

13.5    

14.4    

7.0    

36.3    

平成23年3月期平成19年5月期 平成20年5月期

3.6    

33.6    

平成21年5月期

32.0    

― 　　

―　　 6.6    

10.6    
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11.1    16.1    
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　　　　利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定し

　　　た配当を達成・継続して実施していくことを基本方針としております。

　　　　この基本方針に基づき、当期の配当につきましては、小坂井工場の閉鎖費用等の発生に伴い、当期純損益で

　　　多額の損失計上という結果に終わりましたため、誠に遺憾ながら見送らせていただきたいと存じます。

（４）事業等のリスク

　　　  当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のものがありま

　　　す。

　　　　なお、文中における将来に関する事項は、本資料の発表日現在において、当社グループが判断したものであ

　　　ります。

　　　① 公共事業への売上依存度が高いこと

　　　　 　当社グループの主要業務である防災製品を含めたコンクリート等製品事業及び工事事業につきましては、

　　　　 その大部分を政府並びに地方自治体の政策によって決定される公共事業に依存しております。そのため、今

　　　　 後の公共事業の規模及びその予算の配分内容によりましては、業績に影響が及ぶ可能性があります。

　　　② 価格競争について

　　　　 　ここ数年、公共事業の抑制に伴い個々の製品ではバラツキがあるものの、全体としての需要量は減少傾向

　　　　 にあり、その中で各社の受注競争は厳しさを増してきております。そのため、価格競争によりましては業績

　　　　 に影響が及ぶ可能性があります。

　　　③ 主要原材料の購入価格変動リスクについて

　　　　 　コンクリート製品の主要原材料であるセメント及び鋼材並びに燃料である石油の価格変動によりましては、

　　　　 業績に影響が及ぶ可能性があります。

　　　④ 貸倒損失の発生

　　　　 　当社グループが取扱うコンクリート製品、防災製品及び工事事業に関する業界は、公共事業が引き続き縮

　　　　 減傾向にあることから、債権の貸倒発生により損益に影響が及ぶ可能性があります。

　　　⑤ 金利の上昇

　　　　 　金利水準の上昇が支払利息の増加として、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。
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２．企業集団の状況

　　 　当社の企業集団は、当社及び子会社１社で構成され、コンクリート二次製品及び防災製品の製造・販売、

　　 これらの製品の据付をはじめとする各種土木工事並びに賃貸等の事業を展開しております。

　　　コンクリート等製品事業

　　　・遠心力締固めコンクリート製品及び振動締固めコンクリート製品

　　　　　当社が製造し、一部を一般取引先より仕入れ、得意先へ販売しております。

　　　・防災製品

　　　　　各種落石防護柵、雪崩予防柵及び斜面受圧板等防災関連製品について、主として当社で製造し一部を

　　　　　一般取引先より仕入れて販売しております。

　　　・商品

　　　　　当社で製造していない商品及び付属品を当社が一般取引先より仕入れて販売しております。

　　　工事事業

　　　　当社並びに連結子会社ゼニス建設㈱において、コンクリート製品及び防災製品等、当社が販売した製品

　　　　の据付工事を行うほか、一般工事も行っております。

　　　事業の系統図は次の通りです。

     製品    工事

 工事
ゼニス建設㈱

得　　　　　　　　意　　　　　　　　先

連結子会社
　 製品

　　　　なお、持分法適用関連会社でありました中川ゼニス販売㈱は、平成22年11月30日付で会社解散決議を行い、

　　　平成23年2月25日付で清算結了いたしました。

コ ン ク リ ー ト 等 製 品 工　　事

   製品

当　　　　　　　　　　　　社
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　　　　当社グループは、下水道事業及び防災事業等を通じ、快適で豊かな生活とより安全な環境整備に寄与すると

　　　ともに、新技術開発による新たな価値の創造や事業分野の拡大を図ることにより、持続的な成長を目指してま

　　　いります。

（２）目標とする経営指標

　　　　当社グループは、収益性と経営の効率性の向上に邁進する考えであり、経営指標として「株主資本当期純利

　　　益率（ＲＯＥ）」を目標数値とし、常に収益の改善に努め、コストの削減意識をもって企業経営に取り組んで

　　　まいります。

（３）中長期的な会社の経営戦略

　　  　平成23年４月１日に設立した共同持株来社「ゼニス羽田株式会社」を中心とし、生産・営業・購買などのあ

　　　らゆる分野で、効率的な業務運営や統一化・規格化を進めてまいります。また、同日付にて、グループにおけ

　　　る新分野、新製品あるいは新技術の開発推進を担っていく子会社「ゼニス羽田テクノ株式会社」を設立いたし

　　　ました。近年、地球温暖化に起因すると思われる自然環境の変化（ゲリラ型集中豪雨や異常気温等）や水資源

　　　の再利用に関する要請、また既設管路の老朽化、耐震化下水道の構築といった新しい問題が数多く提起され、

　　　生活環境を守るための新たな取り組みや技術が求められております。これまでの両社のノウハウをここに結集

　　　し、革新的な発想と新技術の開発により、新たな要請に応えてまいる所存です。

（４）会社の対処すべき課題

　　　　平成23年４月18日に発表いたしましたとおり、中部地区におけるグループの生産拠点を統合いたしました。

　　　今回の経営統合を機に、生産拠点に限らず営業拠点等についても、集約化・効率化を進め、市場の縮小や競争

　　　の激化に対応していく考えです。

（５）その他、会社の経営上重要な事項

　　　　該当事項はありません。
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,253,794 1,242,609

受取手形及び売掛金 2,480,492 2,439,306

商品及び製品 1,302,867 1,022,210

半成工事 20,929 4,099

原材料及び貯蔵品 206,914 185,133

前払費用 26,358 18,601

未収入金 17,924 15,424

その他 237 429

貸倒引当金 △46,282 △57,775

流動資産合計 5,263,236 4,870,038

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,295,600 1,944,180

減価償却累計額 △1,921,303 △1,623,462

建物及び構築物（純額） 374,297 320,718

機械装置及び運搬具 3,217,536 2,462,294

減価償却累計額 △3,055,704 △2,368,817

機械装置及び運搬具（純額） 161,832 93,477

工具、器具及び備品 1,441,467 1,224,904

減価償却累計額 △1,284,047 △1,123,012

工具、器具及び備品（純額） 157,420 101,891

土地 821,671 870,542

建設仮勘定 5,566 3,444

有形固定資産合計 1,520,788 1,390,074

無形固定資産   

ソフトウエア 40,684 28,936

施設利用権 4,345 4,422

無形固定資産合計 45,030 33,359

投資その他の資産   

投資有価証券 177,144 153,881

長期貸付金 11,895 6,562

その他 132,200 137,883

貸倒引当金 △41,508 △48,612

投資その他の資産合計 279,731 249,715

固定資産合計 1,845,549 1,673,149

資産合計 7,108,785 6,543,188
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 849,904 1,110,469

短期借入金 1,690,000 1,450,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 95,000

1年内償還予定の社債 535,000 270,000

未払法人税等 15,343 17,500

賞与引当金 35,329 33,542

工場閉鎖損失引当金 － 33,382

その他 256,487 160,452

流動負債合計 3,482,065 3,170,347

固定負債   

社債 400,000 130,000

長期借入金 520,000 725,000

退職給付引当金 141,210 129,034

役員退職慰労引当金 59,950 61,970

長期預り保証金 － 10,000

固定負債合計 1,121,160 1,056,004

負債合計 4,603,225 4,226,351

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 74,662 △105,939

自己株式 △35,665 △35,857

株主資本合計 2,517,695 2,336,900

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △12,134 △20,063

その他の包括利益累計額合計 △12,134 △20,063

少数株主持分 － －

純資産合計 2,505,560 2,316,836

負債純資産合計 7,108,785 6,543,188
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 4,753,158 5,547,936

売上原価 3,659,009 4,320,290

売上総利益 1,094,148 1,227,646

販売費及び一般管理費 955,349 1,122,430

営業利益 138,798 105,216

営業外収益   

受取利息 7,048 9,338

受取配当金 1,972 2,725

持分法による投資利益 2,372 －

受取保険金 2,808 9,182

受取事務手数料 1,654 1,517

賃貸収入 8,348 9,611

その他 5,806 7,295

営業外収益合計 30,012 39,669

営業外費用   

支払利息 60,880 66,999

その他 16,869 16,274

営業外費用合計 77,749 83,273

経常利益 91,061 61,612

特別利益   

固定資産売却益 － 3,976

役員退職慰労引当金戻入額 43,370 －

特別利益合計 43,370 3,976

特別損失   

固定資産除却損 24,058 39,084

会員権売却損 － 2,400

投資有価証券評価損 2,540 9,753

関係会社清算損 － 802

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 1,582 23,266

たな卸資産評価損 8,902 －

経営統合関連費用 － 19,051

工場閉鎖費用 － 118,167

特別損失合計 80,746 212,526

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

53,685 △146,937

法人税、住民税及び事業税 10,834 12,647

法人税等合計 10,834 12,647

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △159,585

少数株主損失（△） △267 －

当期純利益又は当期純損失（△） 43,118 △159,585
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 連結包括利益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △159,585

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △7,928

その他の包括利益合計 － △7,928

包括利益 － △167,514

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △167,514

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,956,930 1,956,930

当期末残高 1,956,930 1,956,930

資本剰余金   

前期末残高 639,418 521,766

当期変動額   

欠損填補 △117,651 －

当期変動額合計 △117,651 －

当期末残高 521,766 521,766

利益剰余金   

前期末残高 △86,107 74,662

当期変動額   

剰余金の配当 － △21,016

欠損填補 117,651 －

当期純利益又は当期純損失（△） 43,118 △159,585

当期変動額合計 160,770 △180,602

当期末残高 74,662 △105,939

自己株式   

前期末残高 △35,629 △35,665

当期変動額   

自己株式の取得 △119 △192

自己株式の処分 83 －

当期変動額合計 △35 △192

当期末残高 △35,665 △35,857

株主資本合計   

前期末残高 2,474,612 2,517,695

当期変動額   

剰余金の配当 － △21,016

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 43,118 △159,585

自己株式の取得 △119 △192

自己株式の処分 83 －

当期変動額合計 43,082 △180,795

当期末残高 2,517,695 2,336,900
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △13,569 △12,134

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,434 △7,928

当期変動額合計 1,434 △7,928

当期末残高 △12,134 △20,063

少数株主持分   

前期末残高 267 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △267 －

当期変動額合計 △267 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 2,461,311 2,505,560

当期変動額   

剰余金の配当 － △21,016

当期純利益又は当期純損失（△） 43,118 △159,585

自己株式の取得 △119 △192

自己株式の処分 83 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,166 △7,928

当期変動額合計 44,249 △188,723

当期末残高 2,505,560 2,316,836
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

53,685 △146,937

減価償却費 253,252 220,503

減損損失 11,537 －

持分法による投資損益（△は益） △2,372 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,540 9,753

会員権売却損益（△は益） － 2,400

固定資産除却損 24,058 39,084

工場閉鎖費用 － 39,799

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,155 18,596

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,841 △12,175

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △57,560 2,020

工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 33,382

受取利息及び受取配当金 △9,021 △12,063

支払利息 60,880 66,999

関係会社清算損益（△は益） － 802

固定資産売却損益（△は益） － △3,028

売上債権の増減額（△は増加） △20,438 41,185

たな卸資産の増減額（△は増加） 384,083 319,267

仕入債務の増減額（△は減少） △476,124 260,565

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,553 △30,583

未払費用の増減額（△は減少） 46,726 △72,361

預り保証金の増減額（△は減少） － 10,000

その他 12,958 5,558

小計 321,075 792,767

利息及び配当金の受取額 9,021 12,063

利息の支払額 △64,296 △64,807

法人税等の還付額 － 4,983

法人税等の支払額 △25,160 △10,423

営業活動によるキャッシュ・フロー 240,639 734,583
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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 △154,153 △172,365

有形固定資産の売却による収入 － 14,925

無形固定資産の取得による支出 △12,645 △1,170

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 －

関係会社の整理による収入 － 4,778

貸付けによる支出 △4,300 △2,250

貸付金の回収による収入 9,465 7,582

その他 7,907 △1,059

投資活動によるキャッシュ・フロー △184,492 △149,560

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） △120,000 △240,000

長期借入れによる収入 200,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △105,000 △100,000

社債の発行による収入 － －

社債の償還による支出 △50,000 △535,000

自己株式の取得による支出 △119 △192

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 △75,035 △596,209

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） △18,888 △11,185

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期末残高 1,253,794 1,242,609
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（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　　　　該当事項はありません。

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事 （1）連結子会社の数　　　１社 （1）連結子会社の数　　　１社

　　項  　　連結子会社の名称  　　連結子会社の名称

 　　　ゼニス建設株式会社  　　　ゼニス建設株式会社

　　 前連結会計年度まで連結の範囲に含めてお

　　 りましたトミカ工業株式会社は、平成22年

　　 ３月26日付で清算結了したため、損益計算

　　 書を除き連結の範囲から除外しております。

（2）非連結子会社の名称等 （2）非連結子会社の名称等

 　　　該当事項はありません。  　　　該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する （1）持分法を適用した関連会社数　　１社 （1）持分法を適用した関連会社の名称等

　　事項 　　 会社等の名称 　中川ゼニス販売株式会社  　　　該当事項はありません。

　　 前連結会計年度において持分法適用関連会

　　 社でありました中川ゼニス販売株式会社は、

　　 平成22年11月30日付で会社解散決議を行い、

　　 平成23年２月25日付で清算結了したため、

　　 持分法適用の範囲から除外しております。

（2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連 （2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連

　　 会社の名称 　　 会社の名称

　　　 該当事項はありません。 　　　 該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致して  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致して

　　等に関する事項  おります。  おります。

 なお、当社及びゼニス建設株式会社については、

当連結会計年度より決算日を３月31日に変更し

項　　目

前連結会計年度

（自 平成21年６月１日
　　至 平成22年３月31日）

当連結会計年度

（自 平成22年４月１日
　　至 平成23年３月31日）

 当連結会計年度より決算日を３月31日に変更し

 ております。

（７）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

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準） （資産除去債務に関する会計基準等）

　　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完 　　当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

　成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基 　（企業会計基準第18号  平成20年３月31日）及び「資産除去

　準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事 　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

　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21号  平成20年３月31日）を適用しております。

　第18号　平成19年12月27日）を当連結会計年度から適用し、 　　なお、これによる損益に与える影響はありません。

　当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度末

　までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につ

　いては工事進行基準を、その他の工事については工事完成基

　準を適用しております。

　　なお、これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

（退職給付会計に関する会計基準）

　　当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の一部を

　改正（その３）（企業会計基準第19号　平成20年７月31日）

　を適用しております。

　　なお、これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

当連結会計年度

（自 平成22年４月１日
　　至 平成23年３月31日）

（自 平成21年６月１日
　　至 平成22年３月31日）

前連結会計年度
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（８）表示方法の変更

（連結損益計算書関係）

　　当連結会計年度より、「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）を適用し、「少数株主損益調整前当期純損

　失」の科目で表示しております。

（９）追加情報

（賞与引当金） （包括利益の表示に関する会計基準）

　　前連結会計年度においては、従業員賞与の確定額を未払費 　　当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」

　用として計上しておりましたが、決算期変更に伴い連結財務 　（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用しており

　諸表作成時に支給額が確定しないこととなったため、「未払 　ます。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の

　従業員賞与の財務諸表における表示科目について」（日本公 　包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は「評価・換

　認会計士協会リサーチ・センター審査情報№15）に基づき、 　算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載して

　当連結会計年度より支給見込額のうち、当連結会計年度に帰 　おります。

　属する額を賞与引金として計上しております。

　　なお、前連結会計年度においては支給確定額44,753千円を

　流動負債の「その他」に含めて計上しております。

（10）連結財務諸表に関する注記事項

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成21年６月１日
　　至 平成22年３月31日）

（自 平成22年４月１日
　　至 平成23年３月31日）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成21年６月１日
　　至 平成22年３月31日）

（自 平成22年４月１日
　　至 平成23年３月31日）

（連結貸借対照表関係）

 １．非連結子会社及び関連会社に対するもの  １．非連結子会社及び関連会社に対するもの

 　　　投資有価証券（株式） 5,580 千円  　　　該当事項はありません。

 ２．担保に供している資産及び担保付債務  ２．担保に供している資産及び担保付債務

  （1）担保資産（工場財団）   （1）担保資産（工場財団）

         有形固定資産 1,358,818 千円          有形固定資産 1,197,980 千円

  （2）担保付債務   （2）担保付債務

         短期借入金 990,000 千円          短期借入金 850,000 千円

         一年以内返済長期借入金 20,000 千円          一年以内返済長期借入金 35,000 千円

         長期借入金 315,000 千円          長期借入金 580,000 千円

         被保証債務（注）   840,000 千円          被保証債務 （注）   340,000 千円

             計 2,165,000 千円              計 1,805,000 千円

     (注) 被保証債務は、第10回、第11回、第12回及び      (注) 被保証債務は、第12回及び第13回無担保社債

　　　    第13回無担保社債の発行に際し、未償還残高 　　　    の発行に際し、未償還残高に対して銀行から

　　　    に対して銀行から保証を受けている額であり 　　　    保証を受けている額であります。

　　　    ます。 　　　    

 ３．  ３．保証債務

　　 他社の金融機関からの借入金等に対して次のとおり

　　 の保証を行っております。

　　　 近畿ヒューム管工業協同組合 115,251 千円

（平成22年３月31日） （平成23年３月31日）

当連結会計年度前連結会計年度
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（連結損益計算書関係）

 １．期末たな卸資産は収益性の低下に伴う簿価切下げ  １．期末たな卸資産は収益性の低下に伴う簿価切下げ

　　 後の金額であり、たな卸資産評価損95,342千円が 　　 後の金額であり、たな卸資産評価損43,655千円が

　　 売上原価に含まれております。 　　 売上原価に含まれております。

 ２．「販売費及び一般管理費」及び「当期製造費用」  ２．「販売費及び一般管理費」及び「当期製造費用」

     に含まれる研究開発費は30,074千円であります。      に含まれる研究開発費は43,449千円であります。

 ３．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金  ３．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

 　　額は次のとおりであります。  　　額は次のとおりであります。

 　　　給料手当 322,838 千円  　　　給料手当 386,240 千円

　　　 賞与引当金繰入額 20,969 千円 　　　 賞与引当金繰入額 21,011 千円

       退職給付引当金繰入額 11,342 千円        退職給付引当金繰入額 23,275 千円

       役員退職慰労引当金繰入額 10,810 千円        役員退職慰労引当金繰入額 2,020 千円

       貸倒引当金繰入額 33,906 千円

 ４．  ４．固定資産売却益の内訳

       建物及び構築物 810 千円

       機械装置及び運搬具 1,931 千円

       土地 286 千円

3,028 千円

 ５．固定資産除却損の内訳  ５．固定資産除却損の内訳

       建物及び構築物 7,707 千円        建物及び構築物 6,231 千円

       機械装置及び運搬具 5,852 千円        機械装置及び運搬具 9,748 千円

       工具器具及び備品 10,498 千円        工具器具及び備品 23,105 千円

             計 24,058 千円              計 39,084 千円

 ６．減損損失  ６．

当社グループは 以下の資産グループについて減

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成21年６月１日
　　至 平成22年３月31日）

（自 平成22年４月１日
　　至 平成23年３月31日）

　　 当社グループは、以下の資産グループについて減

　　 損損失を計上しました。

会社名 場所 用途

4,485 千円

2,950 千円

1,012 千円

その他 3,088 千円

　　トミカ工業㈱のコンクリート製品製造設備につきま

　しては、公共事業縮減による受注量減少の影響を受け

　製造を休止し、営業活動から生じる損益が継続してマ

　イナスとなる見込みであることから減損損失を認識す

　ることとなりました。

　なお、減損損失の合計額は11,537千円であります。

 　 当社グループは、資産のグルーピングについて、継

　続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基

　本とし、キャッシュ・フローを生み出す 小の単位を

　把握の上、その単位を基礎にグルーピングする方法を

　採用しております。ただし、遊休資産につきましては、

　個々の物件を１つの単位としてグルーピングしており

　ます。

　　なお、回収可能価額は正味売却価額を使用しており

　ます。又、実質的に価値が無いものについては正味売

　却価額を零としております。

種類 金額

トミカ
工業㈱

岐阜
県

富加
町

ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ
製品
製造
設備

建物及び構築物

機械装置及び
運搬具

工具器具及び
備品
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（連結包括利益計算書関係）

 １．当連結会計年度の直前連結会計年度における包括

　　 利益

       親会社株主に係る包括利益 44,552 千円

       少数株主に係る包括利益 ― 千円

　　　           計 44,552 千円

 ２．当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその

　　 他の包括利益

       その他有価証券評価差額金 1,434 千円

     　　        計 1,434 千円

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成21年６月１日
　　至 平成22年３月31日）

（自 平成22年４月１日
　　至 平成23年３月31日）
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（連結株主資本等変動計算書関係）

　前連結会計年度（自 平成21年6月１日　至 平成22年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の増加数1,196株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　　２．普通株式の自己株式の減少数790株は、単元未満株式の買増し請求による減少であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

  　　該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　当連結会計年度（自 平成22年4月１日　至 平成23年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の増加数2,081株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　　該当事項はありません。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

 掲記されている科目の金額との関係  掲記されている科目の金額との関係

 （平成22年3月31日現在）  （平成23年3月31日現在）

　　合　計 269,207    1,196  

株式の種類決議 配当の原資
配当金の総額

（千円）
基準日

現金及び現金同等物 1,253,794千円

普通株式
 平成22年6月25日
 定時株主総会

（自 平成22年4月１日
　　至 平成23年3月31日）

現金預金勘定 1,253,794千円

前連結会計年度

（自 平成21年6月１日
　　至 平成22年3月31日）

当連結会計年度

7,275,194    

 自己株式
 　普通株式

269,613    

7,275,194    

前連結会計年度末
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

 自己株式
 　普通株式

790  269,207    1,196  

 発行済株式
 　普通株式

7,275,194    ―　　 ―　　 

―　　 ―　　 　　合　計 7,275,194    

当連結会計年度末
株式数(株)

7,275,194    

7,275,194    

269,613    

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

269,613    

当連結会計年度末
株式数(株)

効力発生日

平成22年6月28日3.00   利益剰余金 21,016  平成22年3月31日

790  

１株当たり
配当額(円)

　　合　計

前連結会計年度末
株式数(株)

7,275,194    

269,613    

―　　 

―　　 2,081  

―　　 

―　　 

―　　 

現金及び現金同等物 1,242,609千円

271,694    

現金預金勘定 1,242,609千円

―　　 2,081  

株式の種類

 発行済株式
 　普通株式

効力発生日基準日

平成22年3月31日 平成22年6月28日21,016  

決議

 平成22年6月25日
 定時株主総会

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

普通株式 3.00   

7,275,194    

271,694    

　　合　計
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度（自 平成21年6月1日　至 平成22年3月31日）

ｺﾝｸﾘｰﾄ等製品
事業（千円）

工事事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

 Ⅰ売上高及び営業利益

     売上高

4,168,989 584,168 4,753,158 ―　 4,753,158 

―　 ―　 ―　 ―　 ―　

計 4,168,989 584,168 4,753,158 ―　 4,753,158 

 営業費用 3,905,397 582,507 4,487,904 126,454 4,614,359 

 営業利益 263,592 1,661 265,253 △126,454 138,798 

　　　資産 5,364,669 278,045 5,642,714 1,466,071 7,108,785 

　　　減価償却費 249,575 1,256 250,831 2,420 253,252 

　　　資本的支出 140,064 465 140,529 500 141,029 

（注）1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　2 各区分の主な製品

　　　（1）コンクリート等製品事業‥‥‥ヒューム管、円形マンホール、ボックスカルバート、モジュラーチ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防災製品（落石防護柵）等

　　　（2）工事事業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥コンクリート製品据付工事、防災製品据付工事等

　　　3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（126,454千円）の主なものは、本社の管理

　　　　部門に係る費用であります。

　　　4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,466,071千円）の主なものは、本社の管理部門に係る

　　　　資産等であります。

２．所在地別セグメント情報

　　前連結会計年度（自 平成21年6月1日　至 平成22年3月31日）

　　　在外連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載しておりません。

（1）外部顧客に対する売上高

（2）セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

 Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
　　及び資本的支出

３．海外売上高

　　前連結会計年度（自 平成21年6月1日　至 平成22年3月31日）

　　　海外売上高がないため、海外売上高を記載しておりません。
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（セグメント情報）

１．報告セグメントの概要

　　　当社グループ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「コンクリート等製品事業」及び「工事事業」の２つを報告セグメントとしています。

　　「コンクリート等製品事業」は、下水道関連製品及び防災関連製品の製造販売を行っております。「工事事業」は、

　　当社グループが販売した製品の据付工事を行うほか、一般工事を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　　　報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における

　　記載と概ね同一であります。

　　　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　当連結会計年度（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

（単位：千円）

ｺﾝｸﾘｰﾄ等製品
事業

工事事業 計

 売上高

4,981,504 566,432 5,547,936 ―　 5,547,936 

―　 ―　 ―　 ―　 ―　

4,981,504 566,432 5,547,936 ―　 5,547,936 

 セグメント利益又は損失（△） 243,433 △41,835 201,597 △96,381 105,216 

 セグメント資産 4,929,055 220,036 5,149,092 1,394,096 6,543,188 

　 減価償却費 216,650 1,177 217,828 2,675 220,503 

167,989 ―　 167,989 911 168,900 

 その他の項目

　 有形固定資産及び無形固定資産
の増加額

調整額
(注)１

連結損益計算
書計上額
(注)２

　 外部顧客に対する売上高

   セグメント間の内部売上高
　 又は振替高

計

報告セグメント

（注）1．セグメント利益又は損失の調整額△96,381千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△96,381千

 　　　　円であります。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。

　　　2．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（追加情報）

　　当連結会計年度より「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。

   の増加額
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（１株当たり情報）

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

 １株当たり当期純損失  １株当たり当期純利益

 　なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、  　なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、

 潜在株式が存在しないため記載しておりません。  潜在株式が存在しないため及び１株当たり当期純損失が

 計上されているため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　当期純利益又は当期純損失(△)

　普通株主に帰属しない金額

　普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)

　期中平均株式数

（重要な後発事象）

（株式移転による共同持株会社の設立）

　　当社と株式会社ハネックスは、平成23年１月21日開催

のそれぞれの臨時株主総会において両社が株式移転によ

43,118千円

7,006,143株

―　千円

7,004,541株

43,118千円

―　千円

△159,585千円

△159,585千円

当連結会計年度

（自 平成22年4月１日
　　至 平成23年3月31日）

前連結会計年度

（自 平成21年6月１日
　　至 平成22年3月31日）

357.65円

6.15円

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成21年6月１日
　　至 平成22年3月31日）

（自 平成22年4月１日
　　至 平成23年3月31日）

330.81円

△22.78円

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成21年6月１日
　　至 平成22年3月31日）

（自 平成22年4月１日
　　至 平成23年3月31日）

のそれぞれの臨時株主総会において両社が株式移転によ

　り「ゼニス羽田株式会社」を設立することが決議されま

　した。

　　平成23年４月１日付けで「ゼニス羽田株式会社」が設

　立され、当社は同社の完全子会社となりました。
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,225,467 1,180,249

受取手形 1,396,839 1,419,208

売掛金 865,078 870,490

商品及び製品 1,302,867 1,022,210

半成工事 5,519 －

原材料及び貯蔵品 206,914 185,133

前渡金 － －

前払費用 26,358 18,501

未収入金 26,743 25,673

関係会社短期貸付金 100,000 90,000

その他 561 741

貸倒引当金 △46,174 △58,576

流動資産合計 5,110,176 4,753,631

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,505,528 1,349,971

減価償却累計額 △1,193,626 △1,070,445

建物（純額） 311,901 279,525

構築物 790,072 594,209

減価償却累計額 △727,676 △553,016

構築物（純額） 62,395 41,192

機械及び装置 2,967,995 2,283,060

減価償却累計額 △2,814,602 △2,193,684

機械及び装置（純額） 153,393 89,376

車両運搬具 242,503 172,196

減価償却累計額 △235,976 △169,297

車両運搬具（純額） 6,527 2,899

工具、器具及び備品 1,440,600 1,223,834

減価償却累計額 △1,283,426 △1,122,056

工具、器具及び備品（純額） 157,173 101,777

土地 821,671 870,542

建設仮勘定 6,514 3,444

有形固定資産合計 1,519,577 1,388,758

無形固定資産   

ソフトウエア 40,268 28,634

施設利用権 4,345 4,422

無形固定資産合計 44,613 33,057
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 171,563 153,881

関係会社株式 35,000 30,000

出資金 3,055 4,855

従業員に対する長期貸付金 11,895 6,562

破産更生債権等 19,298 26,322

長期前払費用 14,670 13,060

差入保証金 48,356 49,863

その他 40,427 37,639

貸倒引当金 △36,720 △43,824

投資その他の資産合計 307,545 278,360

固定資産合計 1,871,736 1,700,176

資産合計 6,981,912 6,453,807

負債の部   

流動負債   

支払手形 681,856 828,170

買掛金 152,994 216,751

短期借入金 1,690,000 1,450,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 95,000

1年内償還予定の社債 535,000 270,000

未払金 14,933 19,669

未払費用 51,104 62,586

未払法人税等 15,343 17,320

未払消費税等 36,102 4,337

預り金 4,738 5,649

賞与引当金 34,607 32,810

設備関係支払手形 37,518 28,514

工場閉鎖損失引当金 － 33,382

その他 12,875 20,729

流動負債合計 3,367,073 3,084,922

固定負債   

社債 400,000 130,000

長期借入金 520,000 725,000

退職給付引当金 141,210 129,034

役員退職慰労引当金 59,950 61,970

長期預り保証金 － 10,000

固定負債合計 1,121,160 1,056,004

負債合計 4,488,234 4,140,927
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23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   

資本準備金 489,232 489,232

その他資本剰余金 32,533 32,533

資本剰余金合計 521,766 521,766

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 62,781 △109,895

利益剰余金合計 62,781 △109,895

自己株式 △35,665 △35,857

株主資本合計 2,505,813 2,332,943

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,134 △20,063

評価・換算差額等合計 △12,134 △20,063

純資産合計 2,493,678 2,312,880

負債純資産合計 6,981,912 6,453,807
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

製品売上高 3,928,041 4,254,891

商品売上高 240,697 466,360

工事売上高 72,329 69,931

売上高合計 4,241,068 4,791,183

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 1,636,080 1,302,867

当期製品仕入高 393,882 420,658

当期製品製造原価 1,955,947 2,218,505

合計 3,985,910 3,942,032

他勘定振替高 7,428 8,902

製品期末たな卸高 1,302,867 1,022,210

原材料評価損 5,004 1,880

製品売上原価 2,680,618 2,912,800

商品売上原価 199,969 393,443

荷造運搬費 301,752 341,991

工事売上原価 56,121 50,890

売上原価合計 3,238,462 3,699,125

売上総利益 1,002,606 1,092,057

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 18,309 18,055

支払手数料 39,216 37,085

貸倒引当金繰入額 34,939 －

旅費及び交通費 61,179 70,869

役員報酬 51,475 83,100

給料及び手当 295,300 353,179

賞与 40,116 46,408

賞与引当金繰入額 20,248 20,279

福利厚生費 67,652 90,194

退職給付引当金繰入額 11,342 23,275

役員退職慰労引当金繰入額 10,810 2,020

減価償却費 14,475 17,103

研究開発費 29,974 42,789

賃借料 54,634 65,490

ランニングロイヤリティー 11,895 16,328

雑費 135,365 166,484

販売費及び一般管理費合計 896,935 1,052,664

営業利益 105,671 39,393
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 8,006 10,166

受取配当金 1,972 2,725

受取保険金 2,808 9,182

受取手数料 50,571 70,016

受取事務手数料 6,491 6,008

賃貸収入 8,348 9,611

雑収入 5,640 6,804

営業外収益合計 83,840 114,514

営業外費用   

支払利息 44,048 48,189

社債利息 16,568 18,809

社債発行費 － －

賃貸原価 4,663 5,379

雑損失 9,205 10,894

営業外費用合計 74,486 83,273

経常利益 115,025 70,634

特別利益   

固定資産売却益 － 3,028

役員退職慰労引当金戻入額 43,370 －

特別利益合計 43,370 3,028

特別損失   

固定資産除却損 24,058 39,084

会員権売却損 － 2,400

投資有価証券評価損 2,540 9,753

関係会社支援損 15,760 －

関係会社整理損 41,248 －

関係会社清算損 － 221

貸倒引当金繰入額 1,582 24,176

経営統合関連費用 － 19,051

工場閉鎖費用 － 118,167

特別損失合計 85,191 212,855

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 73,204 △139,192

法人税、住民税及び事業税 10,423 12,467

法人税等合計 10,423 12,467

当期純利益又は当期純損失（△） 62,781 △151,660
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,956,930 1,956,930

当期末残高 1,956,930 1,956,930

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 489,232 489,232

当期末残高 489,232 489,232

その他資本剰余金   

前期末残高 150,185 32,533

当期変動額   

欠損填補 △117,651 －

当期変動額合計 △117,651 －

当期末残高 32,533 32,533

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △117,651 62,781

当期変動額   

剰余金の配当 － △21,016

欠損填補 117,651 －

当期純利益又は当期純損失（△） 62,781 △151,660

当期変動額合計 180,433 △172,676

当期末残高 62,781 △109,895

自己株式   

前期末残高 △35,629 △35,665

当期変動額   

自己株式の取得 △119 △192

自己株式の処分 83 －

当期変動額合計 △35 △192

当期末残高 △35,665 △35,857

株主資本合計   

前期末残高 2,443,067 2,505,813

当期変動額   

剰余金の配当 － △21,016

当期純利益又は当期純損失（△） 62,781 △151,660

自己株式の取得 △119 △192

自己株式の処分 83 －

当期変動額合計 62,745 △172,869

当期末残高 2,505,813 2,332,943
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △13,569 △12,134

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,434 △7,928

当期変動額合計 1,434 △7,928

当期末残高 △12,134 △20,063

純資産合計   

前期末残高 2,429,498 2,493,678

当期変動額   

剰余金の配当 － △21,016

当期純利益又は当期純損失（△） 62,781 △151,660

自己株式の取得 △119 △192

自己株式の処分 83 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,434 △7,928

当期変動額合計 64,180 △180,798

当期末残高 2,493,678 2,312,880
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（４）継続企業の前提に関する注記

　　　　該当事項はありません。

（５）個別財務諸表に関する注記事項

（重要な後発事象）

（株式移転による共同持株会社の設立）

　　当社と株式会社ハネックスは、平成23年１月21日開催

　のそれぞれの臨時株主総会において両社が株式移転によ

　り「ゼニス羽田株式会社」を設立することが決議されま

　した。

　　平成23年４月１日付けで「ゼニス羽田株式会社」が設

　立され、当社は同社の完全子会社となりました。

前事業年度 当事業年度

（自 平成21年6月１日
　　至 平成22年3月31日）

（自 平成22年4月１日
　　至 平成23年3月31日）
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６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

　① 生産実績

（単位：千円）

合　　　計

（注）1. 生産金額は製造原価であります。

　　　2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　② 受注実績

（単位：千円）

工 事 事 業

合　　　計

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

4,623,817   

2,218,505   

当連結会計年度前連結会計年度

自 平成21年6月 1日
至 平成22年3月31日

コンクリート等製品事業

473,877   

4,018,026   

605,790   

当連結会計年度

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

1,978,190   2,218,505   コンクリート等製品事業

前連結会計年度

自 平成21年6月 1日
至 平成22年3月31日

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

1,978,190   

5,539,086   

5,065,209   

期 別

区 分

期 別

区 分

　③ 販売実績

（単位：千円）

工 事 事 業 584,168 12.3% 566,432 10.2%

合　　　計 4,753,158 100.0% 5,547,936 100.0%

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）役員の異動

　　　該当事項はありません。

コンクリート等製品事業

金　額 構成比

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

自 平成21年6月 1日
至 平成22年3月31日

当連結会計年度前連結会計年度

4,168,989 87.7% 4,981,504 89.8%

金　額 構成比

期 別

区 分
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