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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 12,666 ― 137 ― 123 ― 91 ―

20年3月期第1四半期 11,069 6.2 24 ― 19 ― △66 ―

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 3.13 ―

20年3月期第1四半期 △2.29 ―

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 40,275 14,855 36.8 508.79
20年3月期 44,284 14,874 33.5 509.19

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  14,814百万円 20年3月期  14,827百万円

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 ― ― ― 11.00 11.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 10.00 10.00

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  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2四半期連結累計期間 28,000 4.4 550 11.8 550 △1.9 250 80.6 8.58
通期 69,000 3.0 4,100 9.0 4,100 6.2 2,400 △8.0 82.42

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、２ページ【定性的情報・財務情報等】「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）

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務情報等】「４．その他」をご覧ください。  

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ「定性的情報・
財務諸表等 3． 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．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等規則」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  29,172,000株 20年3月期  29,172,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  55,402株 20年3月期  53,251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  29,117,592株 20年3月期第1四半期  29,124,267株
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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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の減少や原油価格および原材料価格の高騰の

影響により、景気の減速感が次第に強まるなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。
防災・情報通信業界におきましても設備投資は鈍化傾向にあり、競争の激化や原材料価格の高騰など、引

き続き厳しい状況で推移いたしました。このような状況のもと、当社グループは、住宅用火災警報器や再開
発事業など、全社を挙げて積極的な営業展開を推進してまいりました結果、受注高は20,909百万円、売上高
は12,666百万円となりました。
利益につきましては、販売促進のための広告投資などにより、販売費一般管理費が増加しましたものの、

売上高の増加に加え、採算性を重視し原価率の改善に努めました結果、営業利益は137百万円、経常利益は
123百万円、四半期純利益は91百万円といずれも前年同期を上回る結果となりました。
なお、当社グループの属する建設事業の特性として、例年上半期に比べ下半期に完成する工事の割合が大

きく、特に第４四半期に売上高が集中するという季節的要因があることから、第１四半期の売上高が通期の
売上高に占める割合は低くなっております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末の残高と比べ4,008百万円減少

し、40,275百万円となっております。これは主に、受取手形及び売掛金が減少し、未成工事支出金等のたな
卸資産が増加したこと等によるものであります。
負債の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ3,989百万円減少し、25,420百万円となってお

ります。これは主に、支払手形及び買掛金や未払金といった仕入債務の減少及び法人税等の納付によるもの
であります。
また、純資産につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ18百万円減少し、14,855百万円となってお

ります。これは主に、株主資本が減少し、評価・換算差額等が増加したこと等によるものであります。株主
資本の減少は、配当金の支払等によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、概ね計画通り推移しており、平成20年５月９日

付において公表した金額は変更しておりません。

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。

③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や、税額控除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。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四
半期純利益がそれぞれ24,091千円減少しております。
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③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平
成18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。
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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 4,353,591 3,706,810

受取手形及び売掛金 11,706,296 18,803,177

製品 1,993,083 1,602,104

原材料 2,268,277 2,040,717

未成工事支出金 5,560,614 3,922,404

仕掛品 598,024 651,931

その他 1,973,036 1,818,682

貸倒引当金 △122,141 △133,379

流動資産合計 28,330,782 32,412,449

固定資産

有形固定資産

土地 4,113,837 4,104,258

その他（純額） 3,118,290 3,084,677

有形固定資産合計 7,232,127 7,188,936

無形固定資産 152,414 160,979

投資その他の資産

その他 4,908,805 4,877,634

貸倒引当金 △348,287 △355,328

投資その他の資産合計 4,560,517 4,522,306

固定資産合計 11,945,060 11,872,221

資産合計 40,275,842 44,284,671

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,768,722 11,340,302

短期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 155,903 1,237,607

役員賞与引当金 － 70,300

その他 6,306,268 7,437,145

流動負債合計 16,530,894 20,385,355

固定負債

社債 2,000,000 2,000,000

長期借入金 150,000 200,000

退職給付引当金 5,261,525 5,319,720

役員退職慰労引当金 14,679 13,512

負ののれん 13,194 14,363

その他 1,450,302 1,477,613

固定負債合計 8,889,702 9,025,210

負債合計 25,420,596 29,410,565
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,798,000 3,798,000

資本剰余金 2,728,707 2,728,707

利益剰余金 9,162,143 9,391,023

自己株式 △25,764 △24,155

株主資本合計 15,663,086 15,893,575

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 149,179 101,859

土地再評価差額金 △834,785 △834,785

為替換算調整勘定 △163,107 △333,450

評価・換算差額等合計 △848,713 △1,066,376

少数株主持分 40,872 46,907

純資産合計 14,855,245 14,874,105

負債純資産合計 40,275,842 44,284,671
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 12,666,664

売上原価 8,268,254

売上総利益 4,398,409

販売費及び一般管理費

給料及び手当 1,522,229

その他 2,738,836

販売費及び一般管理費合計 4,261,066

営業利益 137,343

営業外収益

受取利息 2,920

受取配当金 11,500

負ののれん償却額 1,169

持分法による投資利益 2,083

その他 28,750

営業外収益合計 46,423

営業外費用

支払利息 8,075

売上割引 12,322

手形売却損 20,444

その他 19,671

営業外費用合計 60,514

経常利益 123,252

特別利益

貸倒引当金戻入額 20,430

有形固定資産売却益 99

特別利益合計 20,529

特別損失

有形固定資産除却損 3,220

特別損失合計 3,220

税金等調整前四半期純利益 140,561

法人税、住民税及び事業税 75,571

過年度法人税等戻入額 △48,985

法人税等調整額 25,740

法人税等合計 52,327

少数株主損失（△） △3,191

四半期純利益 91,426
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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。

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
該当事項はありません。
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「参考資料」

(要約) 前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

金額 (千円)

Ⅰ 売上高 11,069,636

Ⅱ 売上原価 7,432,879

　 売上総利益 3,636,757

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,612,323

　 営業利益 24,433

Ⅳ 営業外収益 52,745

　１ 受取利息 4,716

　２ 受取配当金 10,966

　３ 負ののれん償却額 1,171

　４ 持分法による投資利益 1,032

　５ その他 34,859

Ⅴ 営業外費用 58,029

　１ 支払利息 10,172

　２ 売上割引 6,425

　３ 手形売却損 15,082

　４ その他 26,349

　 経常利益 19,148

Ⅵ 特別利益 37,929

　１ 貸倒引当金戻入額 37,929

Ⅶ 特別損失 ─

　 税金等調整前四半期純利益 57,078

　 法人税、住民税及び事業税 89,246

　 法人税等調整額 33,657

　 少数株主利益 1,084

　 四半期純損失（△） △ 66,909
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