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平成 21 年３月期  第１四半期決算短信 

平成 20 年７月 30 日 

上 場 会 社 名        株式会社ナガホリ                                            上場取引所  東 

コ ー ド 番 号         ８１３９    ＵＲＬ  http://www.nagahori.co.jp 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長      （氏名）長堀慶太 
問合せ先責任者 （役職名）常務取締役管理本部長（氏名）笹岡悠一            ＴＥＬ (03)3832－8266  

四半期報告書提出予定日    平成 20 年 8 月 8日 

（百万円未満切捨て）  

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） 

(1) 連結経営成績（累計）                        （％表示は対前年同四半期増減率） 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 連結財政状態 

 

 

 

 

（参考）自己資本  21 年 3 月期第 1 四半期 14,770 百万円   20 年 3 月期 14,774 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 

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） 

 
 
 
 
 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無 

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 

（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） 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） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更               無 

（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） 

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   16,773,376株        20年3月期                16,773,376株 

② 期末自己株式数                       21年3月期第1四半期        899,856株       20年3月期                      899,155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    15,873,845株        20年3月期第1四半期 16,279,718株 

 

 ※   業績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作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値
と異なる可能性があります。 

※   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）および｢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。 

（財）財務会計基準機構会員員 

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 0.17 －

20年3月期第1四半期 △ 0.71 －

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 24,949 14,799 59.2 930.53

20年3月期 24,262 14,802 60.9 930.73

（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 － 5.00 － 5.00 10.00

21年3月期 －

21年3月期（予想） 5.00 － 5.00 10.00

1株当たり配当金

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 4,153 － 186 － 145 － 2 －

20年3月期第1四半期 4,102 △11.3 37 △77.5 △0 － △11 －

四半期純利益売上高 営業利益 経常利益

（％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） 
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 8,700 － 200 － 110 － 60 － 3.78

通期 17,800 3.4 700 42.3 550 34.8 300 74.4 18.90

当期純利益売上高 営業利益 経常利益



 

 

 

【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 四半期の我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界

経済の減速懸念、原油・素材価格の高騰、大豆・小麦などの商品価格の急騰、急激

な円高の進行等により、先行きは不透明感が強まる状況となりました。引き続き個

人消費は盛り上がりに欠ける状況下のなかにありましたが、当社では前期末よりス

タートした「スイートテン・ダイヤモンド」、「ロイヤル・アッシャー・ダイヤモン

ド」が順調に推移いたしました。 
 この結果、当第 1 四半期の連結売上高は 4,153 百万円（前年同期比 1.2％増）、連

結営業利益は 186 百万円（同、403.0％増）、連結経常利益は 145 百万円となりまし

たが、有価証券の評価損 94 百万円を特別損失に計上した結果、連結四半期純利益

は２百万円となりました。 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
 当第 1 四半期末の総資産は 24,949 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 687
百万円増加いたしました。流動資産は 17,295 百万円となり、964 百万円増加いたし

ました。主な要因は棚卸資産の増加 464 百万円、売掛金及び受取手形の増加 246 百

万円です。有形固定資産は 4,871 百万円となり、24 百万円減少しました。無形固定

資産は 102 百万円となり（8 百万円減少）、投資その他の資産は 2,680 百万円（243
百万円減少）となりました。 
 当第 1 四半期の負債合計は 10,150 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 689
百万円増加いたしました。流動負債は 9,249 百万円となり、833 百万円増加いたし

ました。主な要因は、短期借入金の増加 480 百万円、支払手形・買掛金の増加 143
百万円です。固定負債は 900 百万円となり、143 百万円の減少となりました。 
 当第 1 四半期の純資産の部は 14,799 百万円となり、前連結会計年度末に比べ２

百万円の減少となりました。 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
 当第 1 四半期の連結業績は、ほぼ当初の計画どおりであり、第２四半期連結累計

期間・通期の業績予想については、現時点では平成 20 年 5 月 9 日に公表しました

業績予想と変更はありません。 
 



 

 

 

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）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 
  ①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、連結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。 
  ②たな卸資産の評価方法 
   たな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もり、簿価切下げを行う方法によっております。 
  ③繰延税金資産の回収可能性の判断 
   前年度末において使用した将来業績予測やタックス・プランニングを利用し 
  ております。 
（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 
  ①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。 
  ②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 
   棚卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりまし 
   たが、当第 1 四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」 
   （企業会計基準第 9 号）が適用されたことに伴い、主として個別法による 
   原価法（貸借対照表については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に 
   より算出しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。 



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 1,429,617 1,312,692 

受取手形及び売掛金 2,592,127 2,345,986 

商品 10,795,856 10,555,270 

製品 738,484 694,286 

原材料 407,182 352,187 

仕掛品 643,435 515,964 

貯蔵品 92,662 95,188 

繰延税金資産 112,412 140,056 

その他 523,533 359,032 

貸倒引当金 △39,896 △39,331 

流動資産合計 17,295,415 16,331,334 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,167,034 3,159,716 

減価償却累計額 △1,925,466 △1,902,158 

建物及び構築物（純額） 1,241,567 1,257,558 

機械装置及び運搬具 1,459,342 1,448,626 

減価償却累計額 △1,215,791 △1,201,394 

機械装置及び運搬具（純額） 243,551 247,231 

土地 3,179,658 3,179,658 

その他 664,480 661,935 

減価償却累計額 △457,703 △450,049 

その他（純額） 206,777 211,885 

有形固定資産合計 4,871,555 4,896,334 

無形固定資産   

無形固定資産合計 102,568 111,055 

投資その他の資産   

投資有価証券 982,900 1,007,847 

長期貸付金 264,957 265,257 

繰延税金資産 261,957 311,162 

その他 1,612,220 1,781,738 

貸倒引当金 △441,736 △442,017 

投資その他の資産合計 2,680,299 2,923,989 

固定資産合計 7,654,423 7,931,379 

資産合計 24,949,838 24,262,713 



（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 1,007,740 863,831 

短期借入金 7,454,000 6,974,000 

1年内返済予定の長期借入金 40,004 60,004 

未払法人税等 27,330 － 

賞与引当金 27,653 95,399 

役員賞与引当金 8,619 26,100 

その他 684,062 396,923 

流動負債合計 9,249,410 8,416,258 

固定負債   

長期借入金 9,982 14,983 

退職給付引当金 276,644 263,664 

役員退職慰労引当金 324,200 446,282 

再評価に係る繰延税金負債 64,903 64,903 

その他 224,931 254,560 

固定負債合計 900,662 1,044,394 

負債合計 10,150,073 9,460,653 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,323,965 5,323,965 

資本剰余金 6,275,173 6,275,173 

利益剰余金 4,510,346 4,587,055 

自己株式 △368,618 △368,403 

株主資本合計 15,740,867 15,817,790 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32,629 △19,568 

繰延ヘッジ損益 △37,857 △58,665 

土地再評価差額金 △964,867 △964,867 

評価・換算差額等合計 △970,095 △1,043,102 

少数株主持分 28,993 27,370 

純資産合計 14,799,765 14,802,059 

負債純資産合計 24,949,838 24,262,713 



（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 4,153,784

売上原価 2,648,117

売上総利益 1,505,666

販売費及び一般管理費 1,318,808

営業利益 186,857

営業外収益  

受取利息 525

受取配当金 5,434

その他 23,913

営業外収益合計 29,872

営業外費用  

支払利息 35,216

手形売却損 6,889

持分法による投資損失 17,448

為替差損 8,224

その他 3,433

営業外費用合計 71,212

経常利益 145,518

特別利益  

固定資産売却益 9,946

特別利益合計 9,946

特別損失  

投資有価証券評価損 94,426

特別損失合計 94,426

税金等調整前四半期純利益 61,038

法人税、住民税及び事業税 29,990

法人税等調整額 26,761

法人税等合計 56,752

少数株主利益 1,622

四半期純利益 2,662



 

 

 

（３）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 
（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
   該当事項はありません。 
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