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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 5,026 △9.1 △56 ― △36 ― △37 ―
23年3月期第2四半期 5,529 0.3 △69 ― △53 ― △92 ―

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2四半期 △2.83 ―
23年3月期第2四半期 △7.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 12,262 7,394 60.3
23年3月期 13,270 7,559 57.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,394百万円 23年3月期  7,559百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 7.50 7.50

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 12,000 △2.3 150 276.6 130 95.5 100 ― 7.61



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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2Q 13,233,000 株 23年3月期 13,233,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 85,019 株 23年3月期 85,009 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 13,147,988 株 23年3月期2Q 13,148,195 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ます。なお、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に関する監査法人のレビュー手続は終了しております。 

※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、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。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの回復の兆しが見られる中、ギリシャ

に端を発した欧州の財政問題による世界的な景気の減速懸念や円高、株安により景気の先行きは不透明な

状況が続いております。 

当社の関連するコンクリート製品業界におきましては、東日本大震災の復旧・復興が財源問題等から遅

れとなり、また、公共事業費の執行保留や民間設備投資の減少などの影響が大きく、加えて第２四半期累

計期間は期間的要因である不需要期にあたり、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、中期経営３カ年計画Challenge「New Rebirth」の２年目を迎え、目標達

成に向け、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ますとともに、受注内容の改善に努力してまい

りました。しかしながら、当第２四半期累計期間の売上高は50億２千６百万円となり、前年同四半期に比

べ9.1％の減収となりました。 

損益面におきましては、受注内容の改善、販売価格改善への努力、「無駄取り運動」等による製造原価

管理と販売費及び一般管理費節減への取組みを継続いたしました結果、営業損失は５千６百万円(前年同

四半期は６千９百万円の損失）、経常損失は３千６百万円（前年同四半期は５千３百万円の損失）とな

り、前年同四半期に比べ損失の改善ができ、また、四半期純損失は３千７百万円（前年同四半期は９千２

百万円の損失）となり、前年同四半期に比べ５千５百万円の損失が減少いたしました。 

  

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

（コンクリート関連事業） 

コンクリート関連事業は、東日本の復旧・復興への道筋の遅れ、公共事業の継続的な縮小等により、受

注高は52億９千５百万円、売上高は50億円（前年同四半期は55億４百万円）、セグメント損失は５千万円

（前年同四半期は５千９百万円の損失）となりました。 

①セメント二次製品部門は、受注高は19億２千２百万円、売上高は17億６千万円（前年同四半期は17億

５千８百万円）となりました。 

②工事部門は、受注高が１億４千８百万円、売上高は１億３千６百万円（前年同四半期は１億８千２百

万円）となりました。 

③その他部門は、工事用資材及びコンクリート製品に装着する資材等で、選別受注に努めた結果、受注

高は32億２千３百万円、売上高は31億３百万円（前年同四半期は35億６千３百万円）となりました。 

（不動産事業） 

 不動産事業は当社が保有するマンション等の賃貸収入で、売上高は２千６百万円（前年同四半期は２千

５百万円）、セグメント利益は１千４百万円（前年同四半期は１千２百万円の利益）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における総資産は122億６千２百万円（前事業年度末に比べ10億７百万円減

少）となりました。流動資産は前事業年度末に比べ11億５千４百万円減少し88億３千４百万円となり、固

定資産は１億４千６百万円増加して34億２千８百万円になりました。流動資産の主な減少は、現金及び預

１．当四半期決算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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金の減少２億１千４百万円、受取手形及び売掛金の減少10億円となっております。 

当第２四半期会計期間末における負債は48億６千８百万円（前事業年度末に比べ８億４千２百万円減

少）となりました。流動負債は前事業年度末に比べ７億３千６百万円減少し44億５千７百万円となり、固

定負債は前事業年度末に比べ１億５百万円減少し４億１千１百万円となりました。流動負債の主な減少は

支払手形及び買掛金の減少７億５千２百万円であり、固定負債の主な減少は、長期未払金の減少１億４千

９百万円であります。 

当第２四半期会計期間末における純資産は73億９千４百万円（前事業年度末に比べ１億６千５百万円減

少）となりました。主な減少は四半期純損失３千７百万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１億３千５百万円及びその他の有価証券評価差額の減少２千９百万円であります。その結果、自

己資本比率は60.3％となり、前事業年度末に比べ3.3％改善致しました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

当第２四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、１

億３千４百万円減少（前年同四半期は１億９千４百万円の増加）し、当四半期末残高は８億１千３百万円

となりました。 

営業活動における資金収支は、減価償却実施額７千５百万円、売上債権の減少10億７百万円等の資金増

加が、税引前四半期純損失４千２百万円、仕入債務の減少７億３千４百万円等の資金の減少を上回ったこ

とにより、資金の増加は１億１千６百万円(前年同四半期は４億９百万円の増加）となりました。 

投資活動における資金収支は、投資有価証券の取得による支出１億４千５百万円、有形固定資産の取得

による支出９千万円等の資金の減少により、資金の減少は１億５千３百万円（前年同四半期は１億１千７

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、配当金の支払額９千６百万円等の資金の減少により、資金の減少は９千

８百万円（前年同四半期は９千７百万円の減少）となりました。 

  

当社を取り巻く経営環境は、東日本大震災に伴う、公共事業費等の執行保留が解除されたものの、継

続的な公共事業予算の縮減、民間設備投資の減少は続くことが推測され、コンクリート製品及び工事等

の売上減収、競争の激化による販売価格の低下、原材料価格の高騰による原価の上昇等が見込まれま

す。予断を許さない経済状況の中、引続き新工法の普及・販路の拡充や、全社をあげての原価管理、棚

卸資産の削減と販売費及び一般管理費の縮減への取組みを続け収益の向上に努めてまいります。 

また、東日本大震災復興関連事業に関しましては、対策プロジェクトチームを立上げ、順次行動を進

めております。 

なお、平成24年３月期通期の業績予想につきましては、前回発表予想を据え置いております。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,513,843 3,298,858

受取手形及び売掛金 5,015,349 4,014,519

製品 1,162,093 1,214,810

原材料及び貯蔵品 157,526 116,888

その他 150,034 197,154

貸倒引当金 △10,143 △8,126

流動資産合計 9,988,703 8,834,105

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 264,238 255,503

機械及び装置（純額） 140,153 139,923

土地 1,714,065 1,720,310

その他（純額） 286,090 352,452

有形固定資産合計 2,404,547 2,468,190

無形固定資産 76,253 74,327

投資その他の資産

投資有価証券 570,305 665,904

その他 242,407 231,738

貸倒引当金 △11,482 △11,445

投資その他の資産合計 801,231 886,196

固定資産合計 3,282,031 3,428,715

資産合計 13,270,735 12,262,820

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,694,911 2,942,181

短期借入金 1,300,000 1,300,000

未払法人税等 20,747 12,202

賞与引当金 81,759 70,598

災害損失引当金 5,331 2,861

その他 90,973 129,200

流動負債合計 5,193,722 4,457,044

固定負債

退職給付引当金 88,569 85,448

長期未払金 264,910 115,410

その他 163,763 210,540

固定負債合計 517,243 411,399

負債合計 5,710,965 4,868,444
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30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 5,503,850 5,367,983

自己株式 △44,776 △44,782

株主資本合計 7,483,028 7,347,155

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 76,741 47,220

評価・換算差額等合計 76,741 47,220

純資産合計 7,559,769 7,394,376

負債純資産合計 13,270,735 12,262,820

旭コンクリート工業㈱（5268）平成24年３月期第２四半期決算短信（非連結）

－5－



（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 5,529,742 5,026,719

売上原価 5,076,402 4,588,239

売上総利益 453,339 438,480

販売費及び一般管理費 522,415 494,779

営業損失（△） △69,075 △56,298

営業外収益

受取利息 9,389 4,031

受取配当金 2,500 8,068

その他 21,240 21,876

営業外収益合計 33,130 33,977

営業外費用

支払利息 9,613 7,237

その他 7,841 7,140

営業外費用合計 17,455 14,377

経常損失（△） △53,399 △36,698

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,214 －

特別利益合計 2,214 －

特別損失

固定資産除却損 5,794 5,261

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,600 －

その他 － 265

特別損失合計 31,394 5,526

税引前四半期純損失（△） △82,579 △42,225

法人税、住民税及び事業税 9,279 8,832

法人税等調整額 678 △13,799

法人税等合計 9,957 △4,967

四半期純損失（△） △92,537 △37,257
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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２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △82,579 △42,225

減価償却費 77,809 75,616

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,894 5,422

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,728 △2,053

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,217 △11,161

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 －

受取利息及び受取配当金 △11,890 △12,100

支払利息 9,613 7,237

有形固定資産除却損 5,794 5,261

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,600 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,514,547 1,007,673

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,276 △12,079

その他の資産の増減額（△は増加） △53,989 △40,708

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,106 △2,045

仕入債務の増減額（△は減少） △1,050,555 △734,120

その他の負債の増減額（△は減少） 48,044 △111,031

小計 429,723 133,686

利息及び配当金の受取額 9,764 10,660

利息の支払額 △9,613 △7,237

法人税等の支払額 △20,718 △20,112

営業活動によるキャッシュ・フロー 409,155 116,996

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 100,000 200,000

定期預金の預入による支出 － △120,000

有形固定資産の取得による支出 △90,101 △90,077

ソフトウエアの取得による支出 △1,318 △285

投資有価証券の取得による支出 △125,841 △145,021

出資金の回収による収入 － 400

投資その他の資産の増減額（△は増加） 20 －

差入保証金の差入による支出 △254 △3,919

差入保証金の回収による収入 469 4,947

投資活動によるキャッシュ・フロー △117,025 △153,956

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 △38 △6

リース債務の返済による支出 － △1,105

配当金の支払額 △97,234 △96,913

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,272 △98,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 194,857 △134,984

現金及び現金同等物の期首残高 835,876 948,843

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,030,733 813,858
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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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