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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 24,430 ― △224 ― △276 ― △250 ―
20年3月期第1四半期 24,147 1.2 △51 ― △159 ― △148 ―

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 △9.43 ―
20年3月期第1四半期 △5.57 ―

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 43,419 5,699 12.2 199.71
20年3月期 47,310 5,957 11.8 209.86

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,310百万円 20年3月期  5,580百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

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 54,000 ― 420 ― 250 ― 100 ― 3.76
通期 118,000 0.9 1,270 △6.5 950 △14.6 350 △17.4 13.16

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15日発表の連結業績予想は修正しておりません。業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在
しております。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場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項は添付資料の２ページをご参照下さい。 
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  26,628,000株 20年3月期  26,628,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  37,173株 20年3月期  35,590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  26,591,423株 20年3月期第1四半期  26,596,735株

－1－
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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

第１四半期におけるわが国経済は、原油、原材料価格の高騰が企業収益を圧迫し、設備投資や個人消費

が伸び悩み、景気の減速感が強まる展開となりました。 

このような環境の中、当社グループは事業の選択と集中を一層推進し、積極的な営業活動に努めてまい

りました。

以上の結果、第１四半期の売上高は、北海道地区において資材・燃料部門の売上げが増加したことによ

り対前年同期比２億83百万円(1.2％)増収の244億30百万円となりました。利益面では、ナラサキスタック

ス㈱が健闘いたしましたが、ＦＡ関連の生産設備投資の伸び悩みや北海道地区における土木・河川工事発

注遅れの影響を受けたナラサキリース㈱の苦戦により、営業損失は２億24百万円(前年同期は51百万円の営

業損失)、経常損失は２億76百万円(前年同期は１億59百万円の経常損失)、四半期純損失は２億50百万円

(前年同期は１億48百万円の四半期純損失)となりました。

なお、当社の連結業績は官公庁向け及び一般民需物件ともに第２四半期、第４四半期に売上が集中する

ため、四半期別の業績には季節的変動があり、第１四半期の利益は低水準になる傾向があります。

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の総資産は、売上債権の減少などにより、前連結会計年度末比38億91百万

円減少の434億19百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の負債は、仕入債務の減少及び借入金の減少などにより、前連結会計年度

末比36億34百万円減少の377億19百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比２億57百万円減少の56億99百万円となり

ました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の業績は概ね計画どおりに推移しており、平成20年５月15日に発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) 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 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、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、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場合に、前連結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。

(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「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

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」(企業会計基準委員会 平成

19年３月14日 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」の適用

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」（企業会計基準委員会 平成18年

７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については低価法から原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更による影響は

ありません。

③リース取引に関する会計基準等の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最

終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価

償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。これによる影響額は軽微であり

ます。
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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：百万円）

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 2,861 3,246

受取手形及び売掛金 20,699 23,836

商品 760 633

その他 1,428 1,814

貸倒引当金 △265 △285

流動資産合計 25,483 29,244

固定資産

有形固定資産

土地 7,519 7,515

その他 5,723 5,715

有形固定資産合計 13,242 13,231

無形固定資産

その他 64 64

無形固定資産合計 64 64

投資その他の資産

その他 5,986 6,134

貸倒引当金 △1,357 △1,364

投資その他の資産合計 4,628 4,770

固定資産合計 17,935 18,066

資産合計 43,419 47,310
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（単位：百万円）

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 20,936 23,056

短期借入金 3,810 4,522

1年内返済予定の長期借入金 3,289 3,263

未払法人税等 54 322

賞与引当金 87 297

その他 1,112 1,225

流動負債合計 29,290 32,686

固定負債

社債 200 200

長期借入金 6,150 6,349

退職給付引当金 556 523

役員退職慰労引当金 165 229

特別修繕引当金 31 26

その他 1,323 1,339

固定負債合計 8,428 8,667

負債合計 37,719 41,353

純資産の部

株主資本

資本金 2,354 2,354

資本剰余金 1,288 1,288

利益剰余金 1,499 1,829

自己株式 △7 △6

株主資本合計 5,135 5,465

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 173 119

繰延ヘッジ損益 1 △4

評価・換算差額等合計 175 114

少数株主持分 389 376

純資産合計 5,699 5,957

負債純資産合計 43,419 47,310
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

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 24,430

売上原価 22,521

売上総利益 1,909

販売費及び一般管理費 2,133

営業損失（△） △224

営業外収益

受取利息 7

受取配当金 13

受取賃貸料 31

持分法による投資利益 2

その他 7

営業外収益合計 62

営業外費用

支払利息 76

その他 38

営業外費用合計 115

経常損失（△） △276

特別利益

固定資産売却益 4

貸倒引当金戻入額 11

その他 0

特別利益合計 15

特別損失

固定資産処分損 1

その他 0

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純損失（△） △261

法人税、住民税及び事業税 42

法人税等調整額 △53

法人税等合計 △11

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △250
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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

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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「参考」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

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（百万円）

Ⅰ 売上高 24,147

Ⅱ 売上原価 22,163

　 売上総利益 1,984

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,035

　 営業損失(△) △51

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息・配当金 33

　2. その他 39

　 営業外収益合計 72

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息等 114

　2. 持分法による投資損失 29

　3. その他 37

　 営業外費用合計 181

　 経常損失(△) △159

Ⅵ 特別利益 5

Ⅶ 特別損失 2

　 税金等調整前四半期純損失(△) △156

　 法人税等 △1

　 少数株主損失(△) △6

　 四半期純損失(△) △148
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