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（財）財務会計基準機構会員 

 

 

平成２０年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

平成19年8月23日 

上場会社名    株式会社マサル                    上場取引所  ＪＱ 

コード番号    １７９５                        ＵＲＬ http://www.masaru-co.jp/ 

代 表 者   （役職名）代表取締役社長  （氏名）苅谷 純 

問合せ先責任者 （役職名）取締役管理本部長 （氏名）大木 信雄     ＴＥＬ (03)3643－5944 

 

（百万円未満切捨て表示） 

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 171   △1.0  △206    ― △217    ―  △305    ― 

19年３月期第１四半期 173    ―  △188    ― △204    ―  △199    ― 

(参考) 19年３月期 10,108    ―  312    ― 303    ―  148    ― 

 

 
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 △73   38  ―   ― 

19年３月期第１四半期 △48   01  ―   ― 

(参考) 19年３月期 35   76  ―   ― 
 
(注) 当社は平成19年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成19年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率

は記載しておりません。 

 

(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 7,969    2,388   30.0   574   27 

19年３月期第１四半期 8,623    2,390   27.7   574   95 

(参考) 19年３月期 7,644    2,727   35.7   655   62 
 
 

２．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 経常利益 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 2,350  △27.5 △95     ― △100    ― △210    ― △50   48 

通  期 8,800  △12.9 220  △29.5 200  △34.1 20  △86.6 4   81 
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３．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) 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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、実際の業績は今後様々な要因

によって予想数値と異なる結果となる場合があります。 
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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 

当社グループの主な業務である建物のシーリング工事と防水工事及び建物のリニューアル工事は、工事完成引き渡し

による売上計上が、下半期、特に第４四半期に偏るという季節的要因があるため、第１四半期の売上高は通期の業績予

想に対し進捗率が低くなる傾向があります。 

当第１四半期の連結経営成績につきましては、売上高は前年同四半期に比べ1.0%減少し171百万円となり、営業損失

は206百万円となりました。また、経常損失は217百万円、四半期純損失は役員退職慰労金などの計上により305百万円

となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産につきましては、未成工事支出金の増加などから前期末比325百万円増加し7,969百万円とな

り、負債につきましては、未成工事受入金の増加などから前期末比664百万円増加し5,581百万円となりました。純資産

は役員退職慰労金、配当金の支払等により前期末比339百万円減少しました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の実績に鑑み、平成19年５月25日付の「平成19年３月期決算短信」で公表しました数値で変更はありま

せん。 

 

４．その他 

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

該当事項はありません。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

法人税等の計上基準及び、その他一部に簡便的な手続き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 

当第１四半期より、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正法

人税法に規定する償却方法により減価償却を計上しております。 

また、当第１四半期より、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却可能額まで償却が終了して

いるものについては、残存簿価を５年間で均等償却しています。 

なお、この変更による損益の影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表等 

(1) (要約)四半期連結貸借対照表 

前四半期末 
(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 

科 目 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円）
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

現金及び預金 804,205 769,404 △34,801 △4.3 797,184

受取手形及び 
完成工事未収入金 

956,637 866,478 △99,158 △10.3 2,374,528

未成工事支出金 5,043,929 4,519,391 △524,537 △10.4 2,758,956

その他のたな卸資産 7,932 10,608 2,675 33.7 10,015

その他 253,501 312,723 59,222 23.4 205,842

貸倒引当金 △19,699 △11,601 8,098 △41.1 △11,615

流動資産合計 7,055,507 6,467,005 △588,501 △8.3 6,134,911

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産 889,536 858,651 △30,884 △3.5 863,104

無形固定資産 22,849 26,594 3,744 16.4 28,158

投資その他の資産  

投資その他の資産 719,118 680,994 △38,123 △5.3 681,247

貸倒引当金 △63,451 △63,408 43 △0.1 △63,408

投資その他資産合計 655,666 617,586 △38,080 △5.8 617,838

固定資産合計 1,568,052 1,502,831 △65,220 △4.2 1,509,101

資産合計 8,623,559 7,969,837 △653,722 △7.6 7,644,012

(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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前四半期末 
(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 

科 目 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円）
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

支払手形及び 
工事未払金 

1,427,776 1,297,787 △129,989 △9.1 1,456,040

短期借入金 1,032,080 892,140 △139,940 △13.6 1,324,900

未成工事受入金 3,078,038 2,835,952 △242,086 △7.9 1,281,979

完成工事補償引当金 6,833 7,148 314 4.6 7,148

役員賞与引当金 ― 3,000 3,000 ― 12,000

賞与引当金 16,208 13,700 △2,508 △15.5 61,990

その他 69,339 70,401 1,062 0.0 325,754

流動負債合計 5,630,277 5,120,129 △510,147 △9.1 4,469,812

Ⅱ 固定負債  

長期借入金 502,900 361,800 △141,100 △28.1 361,800

退職給付引当金 88,487 90,109 1,622 1.8 74,959

負ののれん 11,856 9,360 △2,496 △21.1 9,984

固定負債合計 603,243 461,269 △141,974 △23.5 446,743

負債合計 6,233,520 5,581,398 △652,121 △10.5 4,916,555

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

資本金 885,697 885,697 ― ― 885,697

資本剰余金 1,263,412 1,263,412 ― ― 1,263,412

利益剰余金 325,014 334,868 9,853 3.0 673,404

自己株式 △124,506 △123,713 793 △0.6 △123,231

株主資本合計 2,349,617 2,360,264 10,647 0.5 2,699,282

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価 
差額金 

40,421 28,174 △12,247 △30.3 28,174

評価・換算差額等合計 40,421 28,174 △12,247 △30.3 28,174

純資産合計 2,390,039 2,388,438 △1,600 △0.1 2,727,456

負債純資産合計 8,623,559 7,969,837 △653,722 △7.6 7,644,012

(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 

前四半期 
(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（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円）
増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 173,125 171,359 △1,765 △1.0 10,108,743

Ⅱ 売上原価 147,956 167,343 19,386 13.1 8,918,942

売上総利益 25,169 4,016 △21,152 △84.4 1,189,800

Ⅲ 販売費及び一般管理費 213,389 210,976 △2,412 △1.1 877,569

営業利益又は 
営業損失（△） 

△188,219 △206,959 △18,739 10.0 312,231

Ⅳ 営業外収益 5,384 6,510 1,125 20.9 49,824

Ⅴ 営業外費用 21,940 16,696 △5,244 △23.9 58,563

経常利益又は 
経常損失（△） 

△204,776 △217,146 △12,369 6.0 303,492

Ⅵ 特別利益 ― 13 13 ― 11,839

Ⅶ 特別損失 ― 79,457 79,457 ― 285

税金等調整前第１四半期 
純損失(△)又は 
税金等調整前当期純利益 

△204,776 △296,590 △91,813 44.8 315,045

税金費用 △5,215 8, 664 13,880 ― 166,277

第１四半期純損失(△) 
又は当期純利益 

△199,561 △305,254 △105,693 53.0 148,767

(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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