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                                          （百万円未満切捨て）  

１．平成20 年３月期第１四半期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月30 日） 
(1) 連結経営成績                            （％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（当期）純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

20 年３月期第１四半期 1,399    45.6 △3   ―  △23  ―  △23  ―  

19 年３月期第１四半期  961 △18.0 △60  ―  △91  ―  △78   ―  

19 年３月期 6,565        313         180         261        

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

20 年３月期第１四半期 △2 63  ―  ―  

19 年３月期第１四半期 △8 79  ―  ―  

19 年３月期 29 19  ―  ―  

 
(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 

20 年３月期第１四半期 7,508  744  9.7  81  16  

19 年３月期第１四半期 7,504   447   5.5  45  90  

19 年３月期 7,517   768   10.0  83  81  

 
(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 

20 年３月期第１四半期 44   △43   △82   555   

19 年３月期第１四半期 △14   37   △198   527   

19 年３月期 358   621   △1,047   636   
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２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

20 年３月期第１四半期   円   銭 

―  ―  

19 年３月期第１四半期 ―  ―  

 
 
３．平成20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月31 日）   【参考】 

                           （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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 

中  間  期 2,896 29.9 △20   ― △100   ― △112    ― △12  49 

通     期 7,300 11.2 342   9.3 190   5.5  164 △37.4 18  29 

  
※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要 
素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

 
 
４．その他 
  
(1) 期中における重要な子会社の異動 ： 有 

［新規 ―社  除外 １社］ 
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

 
［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

  当第 1 四半期における我が国経済は、企業収益の改善に伴う設備投資の増加、個人消費の持ち直しに支え

られ、引き続き緩やかな回復基調で推移しましたが、当社グループの主要顧客である建設業界は業況の低迷

が続いております。 

  こうした中、当社グループでは中期経営計画（３ヵ年）の最終年度である当期も、引き続き事業の選択と

集中、利益構造の抜本改革による収益の改善に取り組んでおります。 

  当第 1 四半期の売上高は、期初受注残高が前年に比べ高水準であったことから、これが売上に寄与し、前

年同四半期に比べ45.6％増の 1,399 百万円を計上いたしました。 

  損益面では、売上高の増加、借入金削減による支払利息の減少はあったものの、競争激化に伴う受注価格

低下により売上総利益率は 23％と前年同四半期に比べ４ポイント低下したことから、営業損失３百万円（前

年同四半期は 60 百万円の損失）、経常損失23 百万円（前年同四半期は 91 百万円の損失）、当第 1 四半期純損

失 23 百万円（前年同四半期は 78 百万円の損失）を計上いたしました。 

なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

（ボーリング機器関連事業） 

 ボーリング機器関連事業の売上高は、ＯＤＡ案件が売上高に寄与し、前年同四半期と比較して5.6％増の 750

百万円となりましたが、一部原価率が高い案件があったことから、営業損失32 百万円を計上いたしました。 

 

（工事施工関連事業） 

 工事施工関連事業の完成工事高は、高水準の期初受注残が当第 1 四半期の完工高に寄与し、前年同四半期と

比較して155.6％増の 651 百万円となり、温泉工事を中心に原価率の低減を図ることができたことから、営業利

益 29 百万円を計上いたしました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産の部） 

流動資産は、現金及び預金の減少 65 百万円、受取手形及び売掛金の減少313 百万円、たな卸資産の増加310

百万円等により、前期末と比較して51 百万円の減少となりました。 

固定資産は、請負用工事機械等の設備投資により前期末と比較して42 百万円増加いたしました。 

  以上の結果、資産合計は前期末と比較して９百万円減少し、7,508 百万円となりました。 

 

 （負債の部） 

 流動負債は、短期借入金の増加 151 百万円、未成工事受入金の増加 121 百万円等により前期末と比較して

250 百万円増加いたしました。 

 固定負債は、長期借入金の返済により前期末と比較して234 百万円減少いたしました。 

 以上の結果、負債合計は前期末と比較して15 百万円増加し、6,764 百万円となりました。 

 

（純資産の部） 

 純資産合計は、744 百万円と前期末と比較して 24 百万円の減少となりました。これは、主に当第 1 四半期

純損失 23 百万円の計上によるものです。 
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〔キャッシュ・フローの状況〕 

当第 1 四半期における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して 81 百万円減少し、555 百万円

となりました。当四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、44 百万円の収入となりました。これは税金等調整前四半期純損失

22 百万円、たな卸資産の増加 352 百万円はあったものの、売上債権の減少 307 百万円、未成工事受入金の増

加 121 百万円等によるものです。 

 

（投資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・フローは、定期預金の預入による支出15 百万円及び有形・無形固定資産の取

得による支出 30 百万円等により、43 百万円の支出となりました。 

 

（財務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・フローは、82 百万円の支出となりました。短期借入金は、500 百万円の調達

に対し、348 百万円の返済を行いました。長期借入金は、234 百万円の返済を行いました。 

 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 
連結業績予想につきましては、概ね予想どおり推移しており、現時点においては前回公表（平成19 年 

４月 24 日 決算短信）から変更はありません。 
 
 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動 

  前期まで連結の範囲に含めておりましたジャパン・ホームウォーターシステム㈱については、平成18 年 12

月 20 日付けで清算結了しておりますので、当期より連結の範囲から除外しております。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

  実地たな卸の省略、たな卸資産の低価法による評価損処理の省略、法人税等の計上基準等一部簡便な方法

を採用しております。 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

（減価償却方法の変更） 

当事業年度より法人税法の改正に伴い、平成19 年４月１日以降取得する有形固定資産については、改正法

人税法に規定する減価償却費を計上しております。 

この変更に伴う営業損失、経常損失、四半期純損失に与える影響は軽微であります。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

                                     （単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成19 年３月期 

第１四半期末 

当四半期末 

平成20 年３月期 

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成19 年３月期末） 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）      
Ⅰ 流動資産      
１ 現金及び預金 661,381 631,531 △29,849 △4.5 697,352 
２ 受取手形及び売掛金 1,123,589 1,299,377 175,787 15.6 1,612,436 
３ 完成工事未収入金 276,261 507,011 230,749 83.5 496,423 
４ たな卸資産 2,546,897 2,622,803 75,906 3.0 2,312,061 
５ 繰延税金資産 789 150 △639 △81.0 3,878 
６ その他 131,734 138,889 7,154 5.4 130,933 
  貸倒引当金 △29,024 △22,908 6,115 △21.1 △24,841 

流動資産合計 4,711,630 5,176,854 465,223 9.9 5,228,244 
Ⅱ 固定資産      
１ 有形固定資産      
（1）建物及び構築物 510,260 383,261 △126,998 △24.9 388,613 
（2）機械装置及び運搬具 41,917 204,630 162,713 388.2 33,731 

 （3）土地 1,816,082 1,526,173 △289,908 △16.0 1,526,173 
 （4）その他 186,274 11,962 △174,311 △93.6 132,045 
  有形固定資産合計 2,554,534 2,126,028 △428,505 △16.8 2,080,563 
２ 無形固定資産 12,447 12,554 106 0.9 11,489 
３ 投資その他の資産      

 （1）投資有価証券 24,439 11,776 △12,662 △51.8 12,221 
（2）長期固定化債権 389,581 393,037 3,456 0.9 393,914 
（3）破産更生債権等 430,696 164,231 △266,464 △61.9 168,091 
（4）その他 131,211 127,626 △3,584 △2.7 127,142 
   貸倒引当金 △750,250 △503,260 246,990 △32.9 △503,801 
 投資その他の資産合計 225,676 193,412 △32,264 △14.3 197,568 

固定資産合計 2,792,658 2,331,995 △460,663 △16.5 2,289,621 

  資産合計 7,504,289 7,508,849 4,560 0.1 7,517,866 
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                                    （単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成19 年３月期 

第１四半期末 

当四半期末 

平成20 年３月期 

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成19年３月期末） 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（負債の部）      
Ⅰ 流動負債      
  １ 支払手形及び買掛金 1,135,350 1,513,206 377,856 33.3 1,509,309 
 ２ 工事未払金 84,617 146,834 62,217 73.5 176,484 
３ 短期借入金 1,716,500 796,500 △920,000 △53.6 645,100 

 ４ 一年以内返済予定 

   長期借入金 
1,270,878 937,080 △333,798 △26.3 937,080 

 ５ 未払法人税等 14,094 9,274 △4,819 △34.2 43,926 
 ６ 賞与引当金 35,576 56,846 21,270 59.8 64,244 
 ７ 繰延税金負債 788 403 △384 △48.8 349 
８ その他 406,663 599,322 192,658 47.4 432,756 
流動負債合計 4,664,468 4,059,468 △604,999 △13.0 3,809,251 

Ⅱ 固定負債      
 １ 長期借入金 1,089,638 1,433,760 344,122 31.6 1,668,030 
 ２ 繰延税金負債 1,231 7 △1,223 △99.4 448 
 ３ 再評価に係る 

    繰延税金負債 
203,573 202,703 △870 △0.4 202,703 

４ 退職給付引当金 810,658 802,971 △7,687 △1.0 804,244 
 ５ 役員退職慰労引当金 283,671 263,924 △19,747 △7.0 262,343 
 ６ その他 3,754 1,908 △1,845 △49.2 2,181 
固定負債合計 2,392,526 2,705,275 312,748 13.1 2,939,950 
負債合計 7,056,995 6,764,743 △292,251 △4.1 6,749,201 

（純資産の部）      
Ⅰ 株主資本      

 １ 資本金 1,846,297 1,846,297 ― ― 1,846,297 

 ２ 資本剰余金 1,687,945 1,687,945 ― ― 1,687,945 

 ３ 利益剰余金 △3,242,543 △2,939,972 302,570 △9.3 △2,916,429 

 ４ 自己株式 △1,090 △1,128 △38 3.5 △1,117 

株主資本合計 290,609 593,141 302,532 104.1 616,696 

Ⅱ 評価・換算差額等      

 １ その他有価証券 

   評価差額金 
1,561 △165 △1,727 △110.6 432 

２ 土地再評価差額金 122,459 136,943 14,483 11.8 136,943 

３ 為替換算調整勘定 △3,010 △2,138 872 △29.0 △2,478 

評価・換算差額等合計 121,010 134,638 13,628 11.3 134,897 

Ⅲ 少数株主持分 35,674 16,325 △19,348 △54.2 17,070 

純資産合計 447,293 744,105 296,811 66.4 768,664 

負債、純資産合計 7,504,289 7,508,849 4,560 0.1 7,517,866 

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

                                      （単位：千円、％） 

前年同四半期 

平成19 年３月期 

第１四半期 

当四半期 

平成20 年３月期 

第１四半期 

増  減 （参考）前期 

（平成19 年３月期） 
科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高  961,123 1,399,480 438,356 45.6 6,565,397 

Ⅱ 売上原価 697,805 1,077,894 380,088 54.5 5,007,499 

売上総利益 263,318 321,585 58,267 22.1 1,557,897 

Ⅲ 販売費及び  
一般管理費  

324,256 324,737 481 0.1 1,244,514 

営業利益又は 

営業損失（△） 
△60,938 △3,151 57,786 △94.8 313,383 

Ⅳ 営業外収益  4,934 8,107 3,172 64.3 44,701 

Ⅴ 営業外費用  35,947 28,795 △7,151 △19.9 177,965 

経常利益又は 

経常損失（△） 
△91,951 △23,840 68,110 △74.1 180,118 

Ⅵ 特別利益 23,825 1,501 △22,323 △93.7 329,755 

Ⅶ 特別損失 2,478 105 △2,372 △95.7 214,221 

税金等調整前当期純

利益又は税金等調整

前四半期純損失（△） 

△70,604 △22,443 48,160 △68.2 295,652 

法人税、住民税 

及び事業税 
9,089 1,790 △7,299 △80.3 35,369 

法人税等調整額 △17 54 71 △414.9 △4,415 

少数株主利益又は 

少数株主損失（△） 
△874 △745 129 △14.8 2,903 

当期純利益又は 

四半期純損失（△） 
△78,801 △23,543 55,258 △70.1 261,796 

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(3) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                                          （単位：千円） 

 前年同四半期 

平成19 年３月期 

第１四半期 

当四半期 

平成20 年３月期 

第１四半期 

（参考）前期 

（平成19 年３月期） 

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前当期純利益又は 

税金等調整前四半期純損失（△） 
△70,604 △22,443 295,652 

 ２ 減価償却費 22,964 23,066 90,866 

３ 減損損失 ― ― 44,629 

 ４ 貸倒引当金の増加額（△は減少） 2,638 △2,474 △216,158 

 ５ 賞与引当金の増加額（△は減少） 33,579 △7,398 62,247 

 ６ 退職給付引当金の増加額（△は減少） 1,896 △1,273 △4,518 

 ７ 役員退職慰労引当金の増加額 

（△は減少） 
1,621 1,581 △60 

 ８ 受取利息及び受取配当金 △348 △792 △1,246 

 ９ 支払利息 27,951 25,218 107,356 

 10 為替差損益（△は利益） 10 △103 △59 

 11 事業再編損失戻入益 ― ― △50,000 

 12 ゴルフ会員権売却損益（△は利益） △7,461 ― △8,060 

 13 投資有価証券売却損益（△は利益） 1,384 △1,092 769 

 14 投資有価証券評価損 ― ― 317 

 15 有形・無形固定資産除売却損 1,094 96 110,600 

 16 有形・無形固定資産売却益 △15,582 ― △250,414 

 17 売上債権の減少額 648,598 307,208 166,028 

 18 未成工事受入金の増加額 109,465 121,168 104,331 

 19 たな卸資産の増加額 △440,901 △352,028 △185,676 

 20 仕入債務の増加額（△は減少） △153,865 △25,752 311,952 

 21 その他 △97,055 39,383 △47,172 

小  計 65,384 104,364 531,385 

 22 利息及び配当金の受取額 328 768 430 

 23 利息の支払額 △34,103 △26,539 △103,273 

 24 役員退職慰労金の支払額 ― ― △19,647 

 25 従業員割増退職金の支払額 △32,564 ― △35,733 

 26 法人税等の支払額 △13,688 △33,781 △14,450 

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,643 44,811 358,712 
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                                          （単位：千円） 

 前年同四半期 

平成19 年３月期 

第１四半期 

当四半期 

平成20 年３月期 

第１四半期 

（参考）前期 

（平成19 年３月期） 

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     
 １ 定期預金の預入による支出 △39,192 △15,300 △61,200 

 ２ 定期預金の払戻による収入 ― ― 95,412 

３ 有形・無形固定資産の取得による支出 △3,126 △30,288 △35,662 

４ 有形・無形固定資産の売却による収入 90,460 1,480 623,830 

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △1,367 △1,345 △5,210 

 ６ 投資有価証券の売却による収入 3,305 1,843 17,750 

 ７ 貸付金の回収による収入 210 220 710 

 ８ その他 △12,845 △101 △13,837 

投資活動によるキャッシュ・フロー 37,444 △43,490 621,793 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

 １ 短期借入れによる収入 400,000 500,000 971,600 

 ２ 短期借入金の返済による支出 △101,080 △348,600 △1,744,080 

 ３ 長期借入れによる収入 ― ― 2,250,000 

 ４ 長期借入金の返済による支出 △497,169 △234,270 △2,502,575 

 ５ 配当金の支払額 △13 △4 △24 

 ６ 子会社清算による少数株主への 

分配金 
― ― △22,381 

 ７ その他 △372 △11 △27 

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,634 △82,885 △1,047,487 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2 443 522 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △175,832 △81,120 △66,459 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 703,412 636,952 703,412 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 527,579 555,831 636,952 

（注）１.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

   ２.売上債権の減少額には、長期固定化債権等の減少額も含まれております。 
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(4) セグメント情報 
 
〔事業の種類別セグメント情報〕 
前年同四半期（平成 19 年３月期第１四半期） 

（単位：千円） 

 
ボーリング 

機器関連事業 
工事施工 
関連事業 計 

消去又 
は全社 連結 

売上高 710,349 254,944 965,293 （4,169） 961,123 

営業費用 731,398 294,875 1,026,273 （4,211） 1,022,062 

営業損失 21,049 39,930 60,980     41 60,938 
 

 
当四半期（平成 20 年３月期第１四半期） 

（単位：千円） 

 
ボーリング 

機器関連事業 
工事施工 
関連事業 

計 
消去又 
は全社 

連結 

売上高 750,316 651,822 1,402,138 （2,658） 1,399,480 

営業費用 782,786 622,504 1,405,290 （2,658） 1,402,632 

営業利益又は 
営業損失（△） △32,470 29,318 △3,152         0 △3,151 

 
 
（参考）前期（平成 19 年３月期） 

（単位：千円） 

 
ボーリング 
機器関連事 

工事施工 
関連事業 計 

消去又 
は全社 連結 

売上高 3,773,858 2,795,164 6,569,022 （3,625） 6,565,397 

営業費用 3,475,141 2,780,450 6,255,592 （3,577） 6,252,014 

営業利益 298,717 14,713 313,430 （47） 313,383 

 


