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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 8,096 △2.7 191 ― 324 203.0 176 ―

23年3月期第1四半期 8,319 △11.4 1 △99.2 106 △45.4 13 △89.3

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 79百万円 （△55.9％） 23年3月期第1四半期 179百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 3.57 ―

23年3月期第1四半期 0.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 49,640 22,982 45.4
23年3月期 49,466 23,034 45.7

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  22,558百万円 23年3月期  22,601百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 17,500 5.0 180 △16.1 350 △9.8 230 △13.8 4.67
通期 34,000 1.0 340 30.7 620 9.4 420 33.7 8.52



(1) 当四半期連結累計期間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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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ます。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きは終了しています。 

※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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 51,377,432 株 23年3月期 51,377,432 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,077,321 株 23年3月期 2,077,297 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 49,300,116 株 23年3月期1Q 49,565,145 株
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１．当四半期決算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 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響を受け、一時的に閉塞状

態に陥りましたが、サプライチェーンの復旧にともない生産・輸出面で持ち直しの動きが見られま

した。しかしながら、建設市場おいては復興需要が期待されるものの、電力供給問題や円高による

設備投資の落込みが懸念される等、先行き不透明な状況で推移しました。 

このような情勢のもと、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高80億96百万

円（前年同四半期比2.7％減）、営業利益1億91百万円（前年同四半期は営業利益1百万円）、経常利

益3億24百万円（前年同四半期比203.0％増）、四半期純利益1億76百万円（前年同四半期は四半期純

利益13百万円）となり、震災による公共事業を中心とした工事着工の遅れ等の影響を受け、売上高

は前年同四半期に比べ減少しましたが、コスト削減への取り組み等により損益面では改善が図られ

ました。 

 

セグメントの概況は、次のとおりであります。 

 

①基礎事業 

基礎事業については、東日本大震災の発生による設備投資計画の一部凍結や延期の影響を受け、

売上高は47億73百万円（前年同四半期比0.6％減）、セグメント利益は62百万円（前年同四半期は

1億11百万円のセグメント損失）となりました。 

 

②コンクリート二次製品事業 

コンクリート二次製品事業のうち、ポール製品については通信線路用ポールや一般ポールが堅

調に推移しましたが、東日本大震災の影響を受け配電線路用ポールが減少しました。また土木製

品についてはＲＣセグメントやＮＪ軽量高欄等が増加し、地中配電線路材やＰＣ壁体等が減少し

ました。これらの結果、コンクリート二次製品事業の売上高は33億22百万円（前年同四半期比

5.5％減）、セグメント利益は4億41百万円（前年同四半期比2.2％増）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比（以下「前期末比」といいま

す。）1億73百万円増の496億40百万円となりました。 

流動資産は前期末比4億62百万円増の189億56百万円、固定資産は前期末比2億88百万円減の306億

83百万円となりました。 

流動資産増加の主な要因は受取手形及び売掛金、商品及び製品の増加によるものであり、固定資

産減少の主な要因は投資有価証券の減少によるものであります。 

負債合計は、前期末比2億26百万円増の266億57百万円となりました。 

流動負債は前期末比2億34百万円増の162億20百万円、固定負債は前期末比8百万円減の104億37百

万円となりました。 

流動負債増加の主な要因は短期借入金の増加によるものであります。 

純資産合計は、前期末比52百万円減の229億82百万円となりました。 

主な要因は、その他有価証券評価差額金の減少によるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の45.7％から45.4％となりました。 
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キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前期末比2億95百万円減の15億38百

万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、3億10百万円（前年同四半期は10億53百万円の増加）となりまし

た。 

これは主にたな卸資産の増加6億9百万円等の資金減少要因が、減価償却費の計上3億42百万円等の

資金増加要因を上回ったことによります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、1億64百万円（前年同四半期は1億41百万円）となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出が2億5百万円あったことによります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、1億78百万円（前年同四半期は6億8百万円の減少）となりました。 

これは主に短期借入金の純増加額3億円及び長期借入金の借入4億円が、長期借入金の返済3億72百

万円等の支出を上回ったことによります。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に発表いたしました業績予

想から変更はありません。 
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,834,020 1,538,706

受取手形及び売掛金 10,711,144 10,909,206

商品及び製品 2,461,062 2,936,768

仕掛品 933,219 998,342

原材料及び貯蔵品 703,355 772,236

その他 1,882,753 1,842,723

貸倒引当金 △31,125 △40,988

流動資産合計 18,494,429 18,956,994

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,447,810 13,447,810

その他（純額） 5,669,268 5,484,578

有形固定資産合計 19,117,079 18,932,388

無形固定資産 159,915 152,496

投資その他の資産   

投資有価証券 7,945,931 7,817,811

その他 3,842,335 3,871,675

貸倒引当金 △93,318 △91,107

投資その他の資産合計 11,694,948 11,598,378

固定資産合計 30,971,943 30,683,264

資産合計 49,466,373 49,640,259
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,094,570 7,417,584

短期借入金 3,720,000 4,020,000

1年内返済予定の長期借入金 1,669,285 1,659,285

未払法人税等 104,468 14,172

引当金 425,937 279,126

その他 2,971,365 2,830,067

流動負債合計 15,985,628 16,220,236

固定負債   

社債 550,000 550,000

長期借入金 3,398,571 3,436,428

引当金 322,547 328,678

負ののれん 80,866 67,983

その他 6,094,098 6,054,408

固定負債合計 10,446,084 10,437,498

負債合計 26,431,712 26,657,734

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,658,569 3,658,569

資本剰余金 1,458,463 1,458,463

利益剰余金 11,877,973 11,930,752

自己株式 △346,568 △346,603

株主資本合計 16,648,437 16,701,182

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,386,089 1,290,149

土地再評価差額金 4,567,075 4,567,075

その他の包括利益累計額合計 5,953,164 5,857,224

少数株主持分 433,057 424,116

純資産合計 23,034,660 22,982,524

負債純資産合計 49,466,373 49,640,259
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 8,319,157 8,096,221

売上原価 7,393,923 7,018,807

売上総利益 925,234 1,077,414

販売費及び一般管理費 923,973 886,180

営業利益 1,260 191,234

営業外収益   

受取利息 10,247 11,424

受取配当金 59,600 59,895

負ののれん償却額 13,960 12,882

持分法による投資利益 29,529 43,658

受取賃貸料 47,792 47,670

その他 20,585 21,019

営業外収益合計 181,715 196,552

営業外費用   

支払利息 37,906 35,248

減価償却費 15,228 13,418

その他 22,868 14,954

営業外費用合計 76,004 63,620

経常利益 106,971 324,165

特別利益   

固定資産売却益 1,710 －

貸倒引当金戻入額 6,791 －

特別利益合計 8,502 －

特別損失   

固定資産除却損 1,417 241

ゴルフ会員権評価損 － 14,400

事務所移転費用 1,592 －

PCB処理費用 23,617 －

特別損失合計 26,627 14,641

税金等調整前四半期純利益 88,846 309,523

法人税、住民税及び事業税 138,074 9,768

法人税等調整額 △78,158 124,540

法人税等合計 59,916 134,308

少数株主損益調整前四半期純利益 28,930 175,215

少数株主利益又は少数株主損失（△） 15,019 △858

四半期純利益 13,911 176,073
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 28,930 175,215

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 153,822 △92,536

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,096 △3,403

その他の包括利益合計 150,725 △95,939

四半期包括利益 179,656 79,275

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 164,637 80,133

少数株主に係る四半期包括利益 15,019 △858
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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利益 88,846 309,523

減価償却費 356,892 342,363

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,749 7,651

賞与引当金の増減額（△は減少） △123,361 △113,573

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,440 △16,087

工事損失引当金の増減額（△は減少） △32,730 △17,150

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,546 6,130

受取利息及び受取配当金 △69,848 △71,320

支払利息 37,906 35,248

持分法による投資損益（△は益） △29,529 △43,658

固定資産売却損益（△は益） △1,710 －

固定資産除却損 1,417 241

売上債権の増減額（△は増加） 584,230 △198,062

たな卸資産の増減額（△は増加） 101,265 △609,709

仕入債務の増減額（△は減少） 66,174 323,013

未払金の増減額（△は減少） 156,130 △103,592

その他 △47,981 △126,107

小計 1,076,060 △275,089

利息及び配当金の受取額 87,996 89,701

利息の支払額 △31,688 △20,702

法人税等の支払額 △78,864 △103,990

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,053,503 △310,080

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 － △145

有形固定資産の取得による支出 △203,123 △205,161

有形固定資産の売却による収入 1,610 300

無形固定資産の取得による支出 － △3,406

投資不動産の賃貸による収入 45,210 46,191

その他 14,391 △1,901

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,910 △164,123

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） － 300,000

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △457,142 △372,142

自己株式の取得による支出 △69 －

配当金の支払額 △124,809 △124,158

リース債務の返済による支出 △22,847 △23,318

その他 △3,993 △1,489

財務活動によるキャッシュ・フロー △608,863 178,890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 302,729 △295,313

現金及び現金同等物の期首残高 2,308,770 1,834,020

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,611,499 1,538,706

日本コンクリート工業㈱　 (5269)　 平成24年３月期 第1四半期決算短信

8



(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

(5)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第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） 

１．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 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

基礎事業 
コンクリート
二次製品事業

計 

調整額 
(注１) 

四半期連結損益
計算書計上額
（注２） 

売上高  

  外部顧客への売上高 4,802,296 3,516,860 8,319,157 － 8,319,157

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

93 － 93 △93 －

計 4,802,390 3,516,860 8,319,251 △93 8,319,157

セグメント利益又は損失
（△） 

△111,771 431,990 320,219 △318,958 1,260

(注) １．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△318,958千円には、セグメント間取引消去360千円、及び

各報告セグメントに配分していない全社費用△319,318千円が含まれております。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セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日） 

１．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 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

基礎事業 
コンクリート
二次製品事業

計 

調整額 
(注１) 

四半期連結損益
計算書計上額
（注２） 

売上高  

  外部顧客への売上高 4,773,339 3,322,882 8,096,221 － 8,096,221

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

429 － 429 △429 －

計 4,773,769 3,322,882 8,096,651 △429 8,096,221

セグメント利益 62,273 441,462 503,736 △312,502 191,234

(注) １．セグメント利益の調整額△312,502千円には、セグメント間取引消去360千円、及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△312,862千円が含まれております。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．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 
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