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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 3,874 ― 17 ― 15 ― 5 ―
20年3月期第1四半期 3,162 4.8 △70 ― △67 ― △71 ―

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 0.18 ―
20年3月期第1四半期 △2.50 ―

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 11,788 4,367 37.0 154.04
20年3月期 12,920 4,356 33.7 153.67

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,367百万円 20年3月期  4,356百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 6,800 2.0 30 650.0 30 200.0 20 566.7 0.71
通期 16,500 3.1 550 11.6 550 10.2 630 0.5 22.22

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  28,400,000株 20年3月期  28,400,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  50,281株 20年3月期  49,450株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  28,350,111株 20年3月期第1四半期  28,355,497株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローンに端を発した国内外の金融市場の不安定

化、原油や金属等の原材料価格の高騰、円高基調の影響に加え、個人消費も伸び悩むなど、景気の減速感が
強まってまいりました。
このような環境のもと、当社はお客様第一を主眼に置いたきめ細かな営業展開、並びに市場のニーズを的

確に捉えた新製品開発を軸に事業展開を行ってまいりました。またコストダウンの推進、合理化の促進等、
原価力の強化に努め、より強固な経営体質への変革を目標に、収益力の向上に取り組んでまいりました。
その結果、当第１四半期の売上高は防災部門での大型物件の完工等により前期比22.5％増の3,874百万円と

なりました。収益面につきましては、増収効果等により、営業利益17百万円（前年同期は△70百万円）、経常
利益15百万円（前年同期は△67百万円）、四半期純利益５百万円（前年同期は△71百万円）となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報
（資産）
流動資産は、前事業年度末に比べて16.5％減少し、7,052百万円となりました。これは、主に受取手形及び

売掛金（純額）が1,451百万円減少したことによるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べて5.8％増加し、4,735百万円となりました。これは、投資有価証券の増

加によるものであります。
この結果、総資産は、前事業年度末に比べて8.8％減少し、11,788百万円となりました。

（負債）
流動負債は、前事業年度末に比べて20.2％減少し、4,931百万円となりました。これは、支払手形及び買掛

金が556百万円、短期借入金が240百万円、未払法人税等が242百万円それぞれ減少したことによるものであり
ます。
固定負債は、前事業年度末に比べて4.6％増加し、2,489百万円となりました。これは、主に繰延税金負債

の増加によるものであります。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて13.3％減少し、7,420百万円となりました。

（純資産）
純資産合計は、前事業年度末に比べて0.2％増加し、4,367百万円となりました。これは、配当による利益

剰余金の減少とその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年４月25日に公表いたしました業績予想に変更はござ

いません。
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4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら
れるため、前会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．棚卸資産の評価方法
当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

３．原価差異の配賦方法
予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への配

賦を年度決算と比較して簡便的に事業の種類別区分により実施する方法によっております。

４．固定資産の減価償却費の算定方法
定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

５．経過勘定項目の算定方法
合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

６．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
当第１四半期における税金費用については法定実効税率による簡便な方法によっております。
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前会計年度において使用した将来の業績予測やタック
ス・プランニングを利用する方法によっております。

(2) 四半期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
①当事業年度より「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、「四半期財務諸表
等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産に関する会計基準」(企業会計基準第９号)を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準に
ついては、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更
に伴う損益に与える影響はありません。
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5. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年6月30日)

前会計年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年3月31日)

現金及び預金 407,026 404,965

受取手形及び売掛金（純額） 3,820,966 5,272,147

商品及び製品 1,264,666 1,061,462

原材料及び貯蔵品 668,484 670,564

仕掛品 98,266 95,332

未成工事支出金 525,706 703,141

繰延税金資産 191,479 194,970

その他 75,534 41,129

流動資産合計 7,052,128 8,443,715

固定資産

有形固定資産 2,419,329 2,401,704

無形固定資産

その他 3,708 3,968

無形固定資産合計 3,708 3,968

投資その他の資産 2,312,877 2,071,260

固定資産合計 4,735,915 4,476,933

資産合計 11,788,044 12,920,648

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,135,577 2,692,058

短期借入金 1,360,000 1,600,000

未払法人税等 12,400 254,400

引当金 47,087 47,087

その他 1,376,578 1,589,791

流動負債合計 4,931,643 6,183,337

固定負債

引当金 1,090,314 1,089,640

繰延税金負債 606,617 509,502

その他 792,398 781,459

固定負債合計 2,489,330 2,380,602

負債合計 7,420,974 8,563,940

純資産の部

株主資本

資本金 1,428,000 1,428,000

資本剰余金 1,074,187 1,074,187

利益剰余金 771,529 908,237

自己株式 △6,408 △6,273

株主資本合計 3,267,308 3,404,152

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,099,657 957,552

繰延ヘッジ損益 103 △4,996

評価・換算差額等合計 1,099,761 952,556

純資産合計 4,367,070 4,356,708

負債純資産合計 11,788,044 12,920,648
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(2) 四半期損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年4月１日

 至 平成20年6月30日)

売上高 3,874,193

売上原価 3,038,299

売上総利益 835,893

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 818,853

営業利益 17,040

営業外収益

営業外収益合計 8,475

営業外費用

営業外費用合計 9,604

経常利益 15,910

特別利益

特別利益合計 759

特別損失

特別損失合計 151

税引前四半期純利益 16,517

法人税等 11,473

四半期純利益 5,044
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年4月１日

 至 平成20年6月30日)

税引前四半期純利益 16,517

減価償却費 57,852

貸倒引当金の増減額（△は減少） △759

受取利息及び受取配当金 △4,672

支払利息 7,657

有形固定資産除売却損益（△は益） 151

売上債権の増減額（△は増加） 1,451,930

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,621

仕入債務の増減額（△は減少） △556,481

その他 △29,837

小計 915,737

利息及び配当金の受取額 4,672

利息の支払額 △4,258

法人税等の支払額 △242,073

営業活動によるキャッシュ・フロー 674,078

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 △91

有形固定資産の取得による支出 △365,243

貸付けによる支出 △600

貸付金の回収による収入 708

その他 △2,454

投資活動によるキャッシュ・フロー △367,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △240,000

配当金の支払額 △64,202

その他 △135

財務活動によるキャッシュ・フロー △304,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,060

現金及び現金同等物の期首残高 404,965

現金及び現金同等物の四半期末残高 407,026
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし

（追加情報）

当事業年度より、有形固定資産のうち機械及び装置について、従来採用していた耐用年数から実態に即し

た耐用年数に変更しております。これは、合理化及び増産に伴う設備投資計画が従前に増して増加しており、

また今後も引き続き重点投資として積極的な設備投資が予想されるため平均使用年数の見直しを行った結果、

従来使用していた耐用年数と乖離していることが明らかになったため耐用年数の見直しを行ったものであり

ます。この結果、従来の方法に比べ営業利益、経常利益、税引前四半期純利益が５百万円それぞれ増加して

おります。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（1）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 3,162

Ⅱ 売上原価 2,450

　 売上総利益 712

Ⅲ 販売費及び一般管理費 783

　 営業損失 △70

Ⅳ 営業外収益 15

Ⅴ 営業外費用 12

　 経常損失 △67

Ⅵ 特別利益 0

Ⅶ 特別損失 1

　税引前四半期純損失 △67

　税金費用等 3

　四半期純損失 △71
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6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

（1）生産実績

当第1四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 生産高（千円）

防災部門
2,259,907

(930,506)

自転車部門 148,164

合計 2,408,071

（注） １ 金額は、販売価格によっております。

２ 防災部門の（ ）内は、外注依存分であり内数であります。

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（2）受注実績

当第1四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 受注高（千円） 受注残高（千円）

防災部門 1,244,400 1,954,875

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（3）販売実績

当第1四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 販売高（千円）

機器 1,695,077

設備 1,251,061

防災部門 2,946,138

自転車部門 928,054

合計 3,874,193

（注） １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 総販売実績の10％を超える主要な販売先はありません。
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