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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 1,414 ― △131 ― △120 ― △83 ―
20年3月期第1四半期 1,509 3.3 △106 ― △87 ― △95 ―

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 △16.80 ―
20年3月期第1四半期 △19.03 ―

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 8,288 3,137 37.9 627.91
20年3月期 8,591 3,269 38.1 654.31

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,137百万円 20年3月期  3,269百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 12.00 12.00

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） 
（％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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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2四半期連結累計期間 3,185 ― △74 ― △100 ― △77 ― △15.41
通期 7,210 0.1 320 8.8 267 25.6 123 46.4 24.61

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．その他をご覧下さい。  

(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） 

（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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月９日公表の業績予想は、本日平成20年７月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますのでご参照下さい。 
２．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作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。 
３．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。  

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  5,000,000株 20年3月期  5,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,009株 20年3月期  3,009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  4,996,991株 20年3月期第1四半期  4,997,600株



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１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローンを背景とする米国経済の減速や金融市場の混乱、原

油、原材料価格の高騰等の影響により、景気の下振れ懸念リスクが強まってまいりました。 

 当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましては、道路特定財源問題の影響を受け国や地方自治体か

らの公共工事の発注に遅れが生じ、その結果、一段と厳しい受注環境となりました。 

 この様な状況下、当社グループは引き続き積極的なレンタル営業を展開するとともに、ソーラー式ＬＥＤサイン

ライト等の安全と環境配慮型商品の開発並びに普及推進に注力し、顧客ニーズに応えてまいりました。 

 この結果、当第１四半期の連結売上高はＬＥＤ標示装置（シレド・システム）が名神高速道路等の集中工事にお

いて、前期以上にレンタル採用されるなど好調に推移いたしましたが、工事量の減少から販売品売上の落ち込みに

より1,414百万円（対前年同期比6.3％減）となりました。 

 損益面につきましては、売上総利益の向上に努めたものの売上高の減少により営業損失は131百万円（前年同期は

106百万円の損失）、経常損失は120百万円（前年同期は87百万円の損失）、四半期純損失は83百万円（前年同期は

95百万円の純損失）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して303百万円減少し8,288百万円となりました。この主

な要因は、受取手形及び売掛金の減少451百万円、繰延税金資産（流動）の増加46百万円、商品製品原材料（たな卸

資産）の増加75百万円によるものであります。 

 当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して171百万円減少し5,150百万円となりました。この主

な要因は、支払手形及び買掛金の減少150百万円、未払法人税等の減少113百万円、借入金総額の増加86百万円であ

ります。 

 当第１四半期末の純資産の部は、前連結会計年度末と比較して131百万円減少し3,137百万円となりました。この

主な要因は、当四半期純損失83百万円、配当金の支払59百万円であります。 

 各キャッシュ・フローの状況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） 

 営業活動の結果、使用した資金は17百万円となりました。 

 この内訳の主なものは、収入では売上債権の減少451百万円、支出では税金等調整前四半期純損失123百万

円、たな卸資産の増加額75百万円、法人税等の支払額123百万円であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は1百万円となりました。 

 この内訳の主なものは、収入ではその他の収入（会員権売却他）1百万円であります。支出ではその他の支出

（敷金保証金他）2百万円であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、得られた資金は41百万円となりました。 

 この内訳の主なものは、借入金の増加86百万円と配当金の支払45百万円であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第１四半期の業績を勘案し、平成20年５月９日に公表いたしました第２四半期連結累計期間（連結）及び第２四

半期累計期間（個別）の業績予想を修正いたしました。第１四半期の業績において棚卸資産の評価減が予想以上に

発生した為、売上総利益、営業利益、経常利益は前年同月を下回っておりますが、第２四半期より売上高の回復を

見込んでおりますので、第２四半期については当期純利益以外の予想に変更はありません。なお、当該予想数値の

修正に関する事項は、本日平成20年７月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 なお、通期の業績予想（連結・個別）につきましては、平成20年５月９日公表のとおりであり、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  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結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、前連結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１四半期連結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、前連結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。 

 ③  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。 

 ④  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 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する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、前連結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、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

（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  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

当第１四半期連結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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益は30百万円減少し、営業損失及び経常損失が30百

万円それぞれ増加し、税金等調整前四半期純損失が30百万円増加しております。 



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 2,715,268 2,693,022

受取手形及び売掛金 1,774,444 2,226,157

商品 626,042 576,464

製品 153,719 137,762

原材料 162,868 152,770

繰延税金資産 94,793 48,686

その他 45,723 49,980

貸倒引当金 △16,200 △20,300

流動資産合計 5,556,661 5,864,544

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 682,476 699,066

レンタル資産（純額） 102,679 113,183

土地 1,287,446 1,287,446

その他（純額） 28,778 30,830

有形固定資産合計 2,101,380 2,130,527

無形固定資産 17,144 16,692

投資その他の資産   

投資有価証券 441,322 409,972

繰延税金資産 1,951 －

その他 206,399 206,793

貸倒引当金 △36,193 △36,839

投資その他の資産合計 613,478 579,927

固定資産合計 2,732,003 2,727,147

資産合計 8,288,664 8,591,691

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 711,515 862,088

短期借入金 2,037,500 1,906,000

1年内返済予定の長期借入金 430,000 430,000

未払法人税等 10,723 124,529

賞与引当金 40,622 68,945

その他 181,844 150,326

流動負債合計 3,412,205 3,541,890

固定負債   

長期借入金 1,405,000 1,450,000

長期未払金 86,518 86,518

再評価に係る繰延税金負債 126,530 126,530



（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) 

退職給付引当金 119,609 116,066

その他 1,120 1,120

固定負債合計 1,738,778 1,780,235

負債合計 5,150,984 5,322,126

純資産の部   

株主資本   

資本金 886,000 886,000

資本剰余金 968,090 968,090

利益剰余金 2,588,389 2,732,318

自己株式 △828 △828

株主資本合計 4,441,650 4,585,579

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,966 △32,010

土地再評価差額金 △1,284,003 △1,284,003

評価・換算差額等合計 △1,303,970 △1,316,014

純資産合計 3,137,680 3,269,565

負債純資産合計 8,288,664 8,591,691



（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 1,414,285

売上原価 784,615

売上総利益 629,669

販売費及び一般管理費 761,540

営業損失（△） △131,870

営業外収益  

受取利息 1,931

受取配当金 1,237

投資有価証券評価益 19,305

その他 6,013

営業外収益合計 28,487

営業外費用  

支払利息 14,548

その他 2,174

営業外費用合計 16,722

経常損失（△） △120,105

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,218

特別利益合計 3,218

特別損失  

固定資産除却損 5,467

会員権売却損 900

特別損失合計 6,367

税金等調整前四半期純損失（△） △123,254

法人税、住民税及び事業税 8,769

法人税等調整額 △48,058

法人税等合計 △39,289

四半期純損失（△） △83,965



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △123,254

減価償却費 27,420

投資有価証券評価損益（△は益） △19,305

固定資産除却損 5,467

会員権売却損益（△は益） 900

レンタル資産取得による支出 △3,082

受取利息及び受取配当金 △3,393

支払利息 14,548

売上債権の増減額（△は増加） 451,713

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,633

仕入債務の増減額（△は減少） △150,573

その他 △13,194

小計 111,611

利息及び配当金の受取額 3,166

利息の支払額 △8,850

法人税等の支払額 △123,044

営業活動によるキャッシュ・フロー △17,116

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △126

貸付けによる支出 △500

貸付金の回収による収入 494

その他の支出 △2,573

その他の収入 1,055

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,650

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 131,500

長期借入金の返済による支出 △45,000

配当金の支払額 △45,486

財務活動によるキャッシュ・フロー 41,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,246

現金及び現金同等物の期首残高 2,693,022

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,715,268



 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。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 1,509,540 

Ⅱ 売上原価 853,379 

売上総利益 656,160 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 762,481 

営業損失（△） △106,321 

Ⅳ 営業外収益 35,857 

Ⅴ 営業外費用 16,538 

経常損失（△） △87,001 

Ⅵ 特別利益 1,225 

税金等調整前四半期純損失（△） △85,776 

法人税、住民税及び事業税 5,979 

法人税等調整額 3,344 

四半期純損失（△） △95,100 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

１．税金等調整前四半期純
損失（△） 

△85,776 

２．減価償却費 31,037 

３．投資有価証券評価益 △24,464 

４．投資有価証券売却益 △26 

５．レンタル資産取得によ
る支出 

△294 

６．受取利息及び受取配当
金 

△9,156 

７．支払利息 14,782 

８．売上債権の減少額 474,514 

９．たな卸資産の増加額 △74,387 

10．仕入債務の減少額 △101,339 

11．その他 △32,257 

小計 192,634 

12．利息及び配当金受取額 7,017 

13．利息の支払額 △9,068 

14．法人税等の支払額 △53,920 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

136,663 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

１．投資有価証券の売却に
よる収入 

84 

２．有形固定資産の取得に
よる支出 

△775 

３．その他投資等の取得に
よる支出 

△671 

４．その他投資等の売却に
よる収入 

579 

５．貸付による支出 △1,500 

６．貸付金回収による収入 675 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,608 

 



 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

１．短期借入金の純減額 △58,500 

２．長期借入金の借入によ
る収入 

150,000 

３．長期借入金の返済によ
る支出 

△40,000 

４．配当金の支払額 △45,280 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

6,220 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

－ 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額（又は減少額） 

141,275 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

2,542,070 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四
半期末残高 

2,683,346 
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