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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 2,088 ― △26 ― △38 ― △47 ―

20年3月期第1四半期 2,035 △0.5 143 △17.1 133 △20.6 46 207.5

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 △6.61 ―

20年3月期第1四半期 6.45 ―

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 9,392 2,178 23.2 303.28
20年3月期 9,389 2,270 24.2 315.95

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,178百万円 20年3月期  2,270百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
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 4,100 △1.0 92 85.3 50 367.1 10 ― 1.39
通期 9,000 △0.6 320 170.8 245 493.4 100 ― 13.91

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  7,200,000株 20年3月期  7,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  16,704株 20年3月期  14,846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  7,184,254株 20年3月期第1四半期  7,186,531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．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．上記に記載した業績予想などの将来に関する記述については、本資料の作成日現在において入手可能な情報に基づき、合理的であると判断する一定の前提に基 
づいた見通しとなっております。したがって、様々な要因により実際の業績等は上記予想と異なる可能性があります。  



・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、原油価格の高騰や原材料価格の上昇等の影響により企業収益が減少傾

向に転じ、物価上昇による個人消費への影響も懸念されるなど、景気は減速感がさらに強まる展開となりま
した。
こうした中で、当社の呼吸用保護具全般の受注は、引き続き堅調に推移しました。
一方、利益面では、前事業年度に実施した埼玉事業所から船引事業所への製造業務の移転に続き、５月～

６月に船引事業所第一工場の製造ラインの改善を実施したことに伴い製造経費が増加したことから、製品原
価率は前事業年度と同水準となりました。
この結果、当第1四半期の売上高は２０億８８百万円、利益面は、営業損失２６百万円、経常損失３８百万

円、四半期純損失４７百万円となりました。
なお、船引事業所の生産効率改善計画は、これでほぼ完了したため、第２四半期以降は、早期に改善の成

果を享受できるよう注力して参ります。

2. 財政状態に関する定性的情報
(1) 財政状態の状況
当第１四半期におきましては、前事業年度末に比べて、総資産は３百万円増加の９３億９２百万円、負債

合計は９４百万円増加の７２億１４百万円となり、純資産は９１百万円減少の２１億７８百万円となりまし
た。この結果、当第１四半期末時点での自己資本比率は２３.２％となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況
当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末より１７百万円

増加し、４億６４百万円となりました。
① 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、３億３百万円となりました。これは主に、減価償却費１億１８百万
円、仕入債務の減少４億８９百万円、棚卸資産の減少３９百万円等によるものです。

② 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、３１百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による

支出３１百万円によるものです。
③ 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、３億５２百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額４
億６２百万円、長期借入れ２億円、長期借入金の返済による支出１億２６百万円、社債の償還による支
出９６百万円、配当金の支払７１百万円等によるものです。

3. 業績予想に関する定性的情報
平成２０年５月１４日に公表いたしました業績予想につきましては、特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

第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化が無いと認められ
るため、前事業年度末の貸倒実績繰入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、前事業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。
又、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 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、前事業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、前事業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 棚卸資産の評価基準及び評価方法
「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（収益性低下による簿価切下
げの方法）に変更しております。
これによる当第１四半期会計期間への影響は軽微であります。

③ リース取引に関する会計基準の適用
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平
成20年４月１日以降開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することが出来ることになったこ
とに伴い、当第１四半期会計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引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。
これによる当第１四半期会計期間への影響は軽微であります。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につきまして

は通常の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す。

(3) 追加情報
有形固定資産の耐用年数の変更
当社の機械装置については、従来、耐用年数を５～15年としておりましたが、当第１四半期会計期間

より９年に変更いたしました。
この変更は、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日法律第23号）及

び（所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の２の規定による経過措置を定める政令 平成20年４
月30日政令第164号））により、耐用年数を見直した結果によるものであります。
これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,114,872 1,096,916

受取手形及び売掛金 2,278,716 2,282,557

商品 625,694 701,286

製品 451,125 475,615

原材料 533,486 476,862

仕掛品 177,133 180,714

貯蔵品 44,822 37,636

その他 350,730 299,994

貸倒引当金 △3,151 △3,707

流動資産合計 5,573,430 5,547,878

固定資産

有形固定資産 3,009,664 3,051,112

無形固定資産 123,530 125,083

投資その他の資産

その他 700,922 680,352

貸倒引当金 △14,838 △14,841

投資その他の資産 686,083 665,511

固定資産合計 3,819,278 3,841,708

資産合計 9,392,708 9,389,586

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,934,211 2,424,007

短期借入金 850,000 387,500

1年内返済予定の長期借入金 450,996 455,996

1年内償還予定の社債 333,800 333,800

未払金 77,338 92,404

その他の引当金 62,092 161,632

その他 488,314 225,041

流動負債合計 4,196,752 4,080,381

固定負債

社債 1,312,800 1,409,700

長期借入金 1,073,172 994,671

その他の引当金 493,759 497,056

その他 137,639 137,580

固定負債合計 3,017,371 3,039,007

負債合計 7,214,123 7,119,389

純資産の部

株主資本

資本金 570,000 570,000

資本剰余金 272,577 272,577

利益剰余金 1,159,813 1,279,205

自己株式 △8,782 △8,043

株主資本合計 1,993,608 2,113,739

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 184,977 156,457

評価・換算差額等合計 184,977 156,457

純資産合計 2,178,585 2,270,196

負債純資産合計 9,392,708 9,389,586
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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 2,088,170

売上原価 1,586,974

売上総利益 501,196

販売費及び一般管理費 527,535

営業損失（△） △26,339

営業外収益

受取利息 919

受取配当金 6,172

その他 5,398

営業外収益合計 12,490

営業外費用

支払利息 18,823

手形売却損 3,219

その他 2,875

営業外費用合計 24,919

経常損失（△） △38,768

特別利益

貸倒引当金戻入額 558

特別利益合計 558

特別損失

固定資産除却損 28,807

特別損失合計 28,807

税引前四半期純損失（△） △67,017

法人税、住民税及び事業税 1,481

法人税等調整額 △20,958

法人税等合計 △19,477

四半期純損失（△） △47,540
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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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △67,017

減価償却費 118,434

固定資産除却損 28,807

貸倒引当金の増減額（△は減少） △558

賞与引当金の増減額（△は減少） △99,540

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,256

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 960

受取利息及び受取配当金 △7,092

支払利息 18,823

手形売却損 3,219

売上債権の増減額（△は増加） 621

債権売却未収入金の増減額(△は増加) △31,354

たな卸資産の増減額（△は増加） 39,854

仕入債務の増減額（△は減少） △489,796

未払費用の増減額（△は減少） 202,802

その他 5,360

小計 △280,729

利息及び配当金の受取額 7,512

利息の支払額 △21,051

法人税等の支払額 △9,060

営業活動によるキャッシュ・フロー △303,329

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 △31,653

無形固定資産の取得による支出 △9,462

貸付金の回収による収入 2,435

投資その他の資産の増減額（△は増加） 7,112

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,567

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） 462,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,656

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △126,499

社債の償還による支出 △96,900

配当金の支払額 △71,851

自己株式の取得による支出  △739

財務活動によるキャッシュ・フロー 352,853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,956

現金及び現金同等物の期首残高 446,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 464,772
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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
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「参考」

（要約）前四半期損益計算書

科 目

前年同四半期

（平成20年３月期
　第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,035,811

Ⅱ 売上原価 1,360,083

売上総利益 675,727

Ⅲ 販売費及び一般管理費 531,910

営業利益 143,817

Ⅳ 営業外収益 16,207

受取利息及び配当金 9,286

その他 6,921

Ⅴ 営業外費用 26,626

支払利息 18,536

手形売却損 4,893

その他 3,196

経常利益 133,398

Ⅵ 特別利益 1,160

貸倒引当金戻入額 1,160

Ⅶ 特別損失 173

その他 173

税引前四半期純利益 134,385

法人税、住民税及び事業税 3,069

法人税等調整額 84,950

四半期純利益 46,365
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