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(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)

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 1,271 ─ 83 ─ 83 ─ 10 ─

20年３月期第１四半期 1,276 △0.3 70 △38.1 70 △38.5 33 △20.8

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 5 32 ─ ─

20年３月期第１四半期 16 49 ─ ─

　(2) 連結財政状態

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 3,250 1,524 46.9 751 68

20年３月期 3,059 1,523 49.8 751 00
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 1,524百万円 20年３月期 1,523百万円

2. 配当の状況

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 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 8 00 8 00

21年３月期 ─ ─ ─── ─── ─── ───

21年３月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ 8 00 8 00
(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）

(％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)

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 2,620 3.6 140 21.9 140 21.0 70 44.5 34 47

通期 5,300 2.3 235 27.5 235 22.6 116 212.5 57 13
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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) ： 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、４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、４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 2,030,180株 20年３月期 2,030,180株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 1,930株 20年３月期 1,930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 2,028,250株 20年３月期第１四半期 2,029,000株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要
素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
　また、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 ―

決算短信 2008年08月12日 10時58分 05852xe01_in 2ページ （Tess 1.10 20080626_01）



株式会社NITTOH(1738) 平成21年月３期 第1四半期決算短信

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の経済状況は、企業業績の先行き不安、原油や食料素材の高騰による個人消

費の低下、株式市場の低迷や為替市場の変動の影響を受けて厳しい状況で推移いたしました。

このような経済状況のもとで、当社グループの当第１四半期におきまして、建設工事事業は新築住宅着工

件数の減少、原油高騰による資材価格の上昇、建材需要の低下に伴う建設資材の価格上昇などの影響により、

依然として厳しい状況となっております。

また、住宅等サービス事業は、シロアリ予防の技術普及により発生率が減少傾向にあること、また、工事

物件ごとの請負単価が減少していることにより、業績は前期と比べ減少しております。

ビルメンテナンス事業においては、受注件数の増加により堅調に業績を確保しております。

この結果、当第１四半期の連結売上高は1,271百万円(前年同期比0.4％減)、連結営業利益は83百万円(前年

同期比17.9％増)、連結経常利益は83百万円(前年同期比18.5％増)、連結四半期純利益は10百万円(前年同期

比67.7％減)となりました。

なお、通常の業務形態として、シロアリ防除を中心とする住宅等サービス事業は、春先にシロアリ防除が

集中し、事業年度の上半期の業績と下半期の業績に著しい相違があり、季節的変動があります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて190百万円増加し、3,250百万円(前連結会計年

度比6.2％増)となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の増加118百万円、たな卸資産の増加97百万円

があったことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて189百万円増加し、1,725百万円(前連結会計年度比12.3％増)となりま

した。主な増減は、短期借入金の増加100百万円、支払手形及び買掛金の増加72百万円があったことによるも

のであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて1百万円増加し、1,524百万円(前連結会計年度比0.1％増)となりまし

た。主な増減は、その他有価証券評価差額金の増加6百万円があったものの、利益剰余金の減少5百万円があ

ったによるものであります。

この結果、１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて68銭増加し、751円68銭となりました。また、

自己資本比率は、46.9％(前連結会計年度は49.8％)となりました。

(キャッシュ・フロー)

当第１四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、10百万円減少し、当第１四半期末

には597百万円となりました。

営業活動による資金の減少は、93百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益49百万

円に加えて、仕入債務72百万円の増加による資金の増加があったものの、売掛債権118百万円の増加による

資金の減少、たな卸資産の増加による資金の減少97百万円があったことによるものあります。

投資活動による資金の減少は、４百万円となりました。これは、主に定期預金の預入による支出及び払

い戻しによる収入があったことによるものであります。

財務活動による資金の増加は、87百万円となりました。これは、短期借入金の実施による増加額100百万

円があったものの、長期借入金の返済26百万円、配当金の支払額16百万円があったことによるものであり

ます。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当四半期におきましては、ほぼ計画どおりに業績が推移しておりますので、平成20年５月15日発表の業績

予想に変更はありません。
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株式会社NITTOH(1738) 平成21年月３期 第1四半期決算短信

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. 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、実地棚卸高を省略し、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。

　また、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。税金費用の計算について一部簡便的な方法を採用し

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

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」（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）を当第1四半期連結会計期間から適用しております。 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。

なお、これにより損益に与える影響はありません。
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株式会社NITTOH(1738) 平成21年月３期 第1四半期決算短信

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 631,582 645,482

受取手形及び売掛金 758,657 640,639

たな卸資産 451,116 353,447

その他 146,865 128,255

貸倒引当金 △4,926 △4,426

流動資産合計 1,983,295 1,763,398

固定資産

有形固定資産

土地 619,477 654,877

その他 327,468 332,044

有形固定資産合計 946,945 986,921

無形固定資産

のれん 26,323 27,034

その他 13,156 13,128

無形固定資産合計 39,480 40,162

投資その他の資産 280,714 269,009

固定資産合計 1,267,140 1,296,093

資産合計 3,250,436 3,059,492

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 488,640 416,023

短期借入金 350,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 81,716 85,020

未払法人税等 45,421 82,594

賞与引当金 42,397 76,520

完成工事補償引当金 15,000 12,600

その他 253,853 184,216

流動負債合計 1,277,028 1,106,974

固定負債

長期借入金 92,260 85,000

長期未払金 24,830 －

退職給付引当金 215,640 207,611

役員退職慰労引当金 － 22,430

その他 116,092 114,256

固定負債合計 448,822 429,297

負債合計 1,725,851 1,536,272
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株式会社NITTOH(1738) 平成21年月３期 第1四半期決算短信

（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 186,072 186,072

資本剰余金 145,813 145,813

利益剰余金 1,171,843 1,177,275

自己株式 △610 △610

株主資本合計 1,503,118 1,508,550

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 21,466 14,669

評価・換算差額等合計 21,466 14,669

純資産合計 1,524,584 1,523,220

負債純資産合計 3,250,436 3,059,492
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株式会社NITTOH(1738) 平成21年月３期 第1四半期決算短信

(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 1,271,551

売上原価 829,231

売上総利益 442,319

販売費及び一般管理費 358,729

営業利益 83,590

営業外収益

受取利息 58

受取配当金 464

受取手数料 610

その他 722

営業外収益合計 1,855

営業外費用

支払利息 1,686

その他 30

営業外費用合計 1,716

経常利益 83,729

特別利益

前期損益修正益 935

特別利益合計 935

特別損失

減損損失 35,400

特別損失合計 35,400

税金等調整前四半期純利益 49,264

法人税、住民税及び事業税 52,955

法人税等調整額 △14,484

法人税等合計 38,471

四半期純利益 10,793
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株式会社NITTOH(1738) 平成21年月３期 第1四半期決算短信

(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利益 49,264

減価償却費 5,157

減損損失 35,400

のれん償却額 1,645

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,122

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,029

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22,430

貸倒引当金の増減額（△は減少） 888

受取利息及び受取配当金 △523

支払利息 1,686

売上債権の増減額（△は増加） △118,017

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,668

仕入債務の増減額（△は減少） 72,616

その他 91,292

小計 △4,382

利息及び配当金の受取額 523

利息の支払額 △1,692

法人税等の支払額 △87,643

営業活動によるキャッシュ・フロー △93,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △31,721

定期預金の払戻による収入 35,425

有形固定資産の取得による支出 △7,153

無形固定資産の取得による支出 △1,082

貸付けによる支出 △1,400

貸付金の回収による収入 134

その他 1,066

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 100,000

長期借入れによる収入 30,000

長期借入金の返済による支出 △26,044

配当金の支払額 △16,226

財務活動によるキャッシュ・フロー 87,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,195

現金及び現金同等物の期首残高 607,852

現金及び現金同等物の四半期末残高 597,657
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株式会社NITTOH(1738) 平成21年月３期 第1四半期決算短信

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

該当事項なし

(5) セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

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)

建設工事事業
(千円)

住宅等サービ
ス事業
(千円)

ビルメンテナ
ンス事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

664,824 355,359 256,222 1,276,406 ― 1,276,406

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 664,824 355,359 256,222 1,276,406 ─ 1,276,406

営業利益(又は営業損失) 18,277 75,569 24,922 118,769 (47,859) 70,909

(注) １ 事業区分の方法

　 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分の主な事業内容

　(1) 建設工事事業

　 ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事)

　 その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事)

　 給排水(上下水道配管)工事

　 各種建築及びリフォーム工事

　 ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事

　(2) 住宅等サービス事業

　 シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業

　(3) ビルメンテナンス事業

　 ビルの窓、外壁のクリーニングサービス
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株式会社NITTOH(1738) 平成21年月３期 第1四半期決算短信

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)

建設工事事業
(千円)

住宅等サービ
ス事業
(千円)

ビルメンテナ
ンス事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

680,890 326,533 264,127 1,271,551 ― 1,271,551

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

1,214 181 50 1,445 (1,445) ―

計 682,104 326,714 264,177 1,272,996 (1,445) 1,271,551

営業利益(又は営業損失) 3,042 74,352 48,649 126,044 (42,454) 83,590

(注) １ 事業区分の方法

　 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分の主な事業内容

　(1) 建設工事事業

　 ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事)

　 その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事)

　 給排水(上下水道配管)工事

　 各種建築及びリフォーム工事

　 ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事

　(2) 住宅等サービス事業

　 シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業

　(3) ビルメンテナンス事業

　 ビルの窓、外壁のクリーニングサービス

［所在地別セグメント情報］

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)

本邦以外の国又は地域に所存する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。

［海外売上高］

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)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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株式会社NITTOH(1738) 平成21年月３期 第1四半期決算短信

「参考」

(要約) 前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)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,276,406

Ⅱ 売上原価 828,687

　 売上総利益 447,719

Ⅲ 販売費及び一般管理費 376,809

　 営業利益 70,909

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 27

　２ 受取配当金 524

　３ 受取販売奨励金 306

　４ その他 430 1,289

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 1,376

　２ その他 160 1,537

　 経常利益 70,662

Ⅵ 特別損失

　１ 固定資産除却損 34 34

　 税金等調整前四半期純利益 70,628

　 税金費用 37,173

　 四半期純利益 33,454
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株式会社NITTOH(1738) 平成21年月３期 第1四半期決算短信

(要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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)

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利益 70,628

　２ 減価償却費 5,635

　３ のれん償却額 12,182

　４ 貸倒引当金の増減額(減少:△) 144

　５ 賞与引当金の増減額(減少:△) 35,946

　６ 工事等補償引当金の増減額(減少:△) △2,600

　７ 退職給付引当金の増減額(減少:△) 7,969

　８ 役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) 830

　９ 受取利息及び受取配当金 △552

　10 支払利息 1,376

　11 固定資産除却損 34

　12 売上債権の増減額(増加:△) △154,803

　13 たな卸資産の増減額(増加:△) △2,953

　14 仕入債務の増減額(減少:△) 87,590

　15 その他 1,667

　 小計 63,093

　16 利息及び配当金の受取額 552

　17 利息の支払額 △1,133

　18 法人税等の支払額 △35,162

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 27,349

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 定期預金の預入による支出 △4,015

　２ 定期預金の払戻による収入 4,014

　３ 有形固定資産の取得による支出 △271

　４ 貸付による支出 △750

　５ 貸付金の回収による収入 58

　６ その他(純額) △1,404

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,368

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 短期借入金の純増減額(減少:△) 100,000

　２ 長期借入金の返済による支出 △21,000

　３ 配当金の支払額 △16,232

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 62,768

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 87,749

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 530,599

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 618,348
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