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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 2,332 ― △13 ― △4 ― △5 ―
20年3月期第1四半期 1,973 8.0 △15 ― △13 ― △21 ―

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

21年3月期第1四半期 △0.66 ―
20年3月期第1四半期 △2.80 ―

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

21年3月期第1四半期 13,047 5,704 43.7 742.44
20年3月期 13,311 5,930 44.5 771.68

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,701百万円 20年3月期  5,926百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 20.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 4,900 ― △96 ― △64 ― △53 ― △7.00
通期 11,910 6.6 614 12.2 708 11.5 437 13.6 57.00

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  

(2) 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  有  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  1．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。 
  2．当社は、土木建設用資材の受注生産を行っており、当社製品のほぼ100%が土木工事を中心とした公共関連工事に使用されております。このため、経営成績 
   は公共投資の動向に影響を受けると同時に、業績は下半期に偏る傾向があります。従いまして、当社の業績予想についても第1～第2四半期に比べ、第3～第 
   4四半期のウェイトが高い業績予想となっております。 
  3．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用 
   指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  8,350,000株 20年3月期  8,350,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  670,541株 20年3月期  669,750株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  7,679,723株 20年3月期第1四半期  7,680,334株







５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,321,385 839,204

受取手形及び売掛金 5,710,386 6,567,811

製品 19,368 34,452

原材料 1,144,979 906,239

仕掛品 105,599 115,739

貯蔵品 36,250 38,354

その他 277,486 282,023

貸倒引当金 △8,528 △9,726

流動資産合計 8,606,927 8,774,099

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 922,606 938,432

機械装置及び運搬具（純額） 513,842 529,150

工具、器具及び備品（純額） 48,472 49,594

土地 1,926,947 1,926,947

有形固定資産合計 3,411,868 3,444,124

無形固定資産 52,616 53,082

投資その他の資産   

投資有価証券 519,692 580,039

その他 482,329 485,723

貸倒引当金 △25,942 △25,943

投資その他の資産合計 976,079 1,039,820

固定資産合計 4,440,564 4,537,026

資産合計 13,047,491 13,311,125



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,922,498 4,410,021

1年内返済予定の長期借入金 650,000 511,410

1年内償還予定の社債 110,000 147,000

未払法人税等 16,504 257,888

賞与引当金 94,307 61,113

その他 207,135 193,344

流動負債合計 5,000,446 5,580,778

固定負債   

社債 35,000 55,000

長期借入金 1,590,000 1,030,000

退職給付引当金 340,475 342,382

役員退職慰労引当金 355,180 349,610

負ののれん 17,068 17,523

その他 5,000 5,000

固定負債合計 2,342,724 1,799,516

負債合計 7,343,170 7,380,294

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,046,100 1,046,100

資本剰余金 995,600 995,600

利益剰余金 3,910,694 4,069,386

自己株式 △246,080 △245,709

株主資本合計 5,706,313 5,865,377

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,533 25,707

為替換算調整勘定 △35,285 35,625

評価・換算差額等合計 △4,751 61,333

少数株主持分 2,760 4,119

純資産合計 5,704,321 5,930,830

負債純資産合計 13,047,491 13,311,125



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 2,332,213

売上原価 1,715,834

売上総利益 616,378

販売費及び一般管理費 630,117

営業損失（△） △13,739

営業外収益  

受取利息 142

受取配当金 953

受取手数料 1,666

受取家賃 2,736

負ののれん償却額 455

持分法による投資利益 15,790

その他 2,815

営業外収益合計 24,559

営業外費用  

支払利息 9,812

売上割引 2,748

寄付金 1,220

その他 1,092

営業外費用合計 14,872

経常損失（△） △4,052

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,198

特別利益合計 1,198

特別損失  

固定資産除却損 208

特別損失合計 208

税金等調整前四半期純損失（△） △3,063

法人税等 3,384

少数株主損失（△） △1,359

四半期純損失（△） △5,087



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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損失（△） △3,063

減価償却費 58,114

負ののれん償却額 △455

固定資産除却損 208

持分法による投資損益（△は益） △15,790

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,198

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,194

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,906

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,570

受取利息及び受取配当金 △1,096

支払利息 9,812

売上債権の増減額（△は増加） 857,424

たな卸資産の増減額（△は増加） △211,412

仕入債務の増減額（△は減少） △364,458

その他 △6,745

小計 358,197

利息及び配当金の受取額 15,151

利息の支払額 △11,103

法人税等の支払額 △249,718

その他の収入 2,143

営業活動によるキャッシュ・フロー 114,670

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △40,000

有形固定資産の取得による支出 △143,411

無形固定資産の取得による支出 △2,404

投資有価証券の取得による支出 △750

投資その他の資産の増減額（△は増加） △490

貸付金の回収による収入 347

投資活動によるキャッシュ・フロー △186,707

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 850,000

長期借入金の返済による支出 △151,410

社債の償還による支出 △57,000

配当金の支払額 △127,012

自己株式の取得による支出 △371

財務活動によるキャッシュ・フロー 514,205

現金及び現金同等物に係る換算差額 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 442,180

現金及び現金同等物の期首残高 754,204

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,196,385
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