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1.  平成21年4月期第1四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年7月31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4月期第1四半期 1,359 ― 22 ― 23 ― 7 ―

20年4月期第1四半期 1,385 ― 15 ― 18 ― 7 ―

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4月期第1四半期 1.76 ―

20年4月期第1四半期 1.74 ―

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4月期第1四半期 4,766 2,912 61.1 676.18
20年4月期 5,159 2,980 57.8 692.02

（参考） 自己資本   21年4月期第1四半期  2,912百万円 20年4月期  2,980百万円

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4月期 ― ― ― 19.00 19.00
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ― ― 19.00 19.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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 2,981 0.8 99 △0.7 99 △9.8 45 △11.8 10.51
通期 6,301 1.0 400 2.7 402 0.0 204 0.0 47.55

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、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。  

(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６月25日発表の業績予想から変更はありません。上記の業績予想につきましては、本資料の発表時において合理的と判断するデータに基づいて作成して
おり、様々な不確定要素を含んでおりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は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参照ください。 
（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規則」に基づき四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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4月期第1四半期  4,512,640株 20年4月期  4,512,640株

② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期  205,000株 20年4月期  205,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第1四半期  4,307,640株 20年4月期第1四半期  4,307,640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、原油や資源価格の高騰及び原材料価格上昇の影響

による企業収益の減少と個人消費の減退、サブプライムローン問題に端を発した金融シス

テム不安の長期化に加え、昨年施行された改正建築基準法に起因する建築着工の遅滞等に

より、景気は減速感を強める状況となりました。 

当社グループが関係する安全機材業界及びサインメディア業界におきましては、建築着

工軒数の減少に加え、公共投資も引続き減少いたしましたが、ヒートアイランド現象等の

環境変化に伴う熱中症等の対策商品への需要拡大、ＣＯ2 削減に向けた省エネルギーを可

能とする環境対応型商品へのニーズの多様化や、一般企業・官公庁・学校・病院等へのサ

インメディア市場の領域拡張等、ユーザー層の広がりとともに、新たな需要創造への機会

は着実に拡大しております。 

このような状勢のもと、溶剤系インクジェットの活用により、高度化・多様化する広範

なサインメディアの新たなニーズに対応するグリーンメディア事業、ソーラー式ＬＥＤ警

告灯・表示板等の省資源を実現し環境に配慮した安全機材用品のレンタルニーズに専門の

位置から応えるグリーンレンタル事業等、当社がコアスキルとする事業部門におきまして、

グループ36拠点のネットワークを活かした提案型営業を積極果敢に推進し、新たな市場動

向への対応力強化へと、一層の経営努力を傾注いたしました結果、当第1四半期の連結売

上高は1,359百万円（前年同期比 1.9％減）となりましたが、営業利益は22百万円（前年

同期比 49.2％増）、経常利益は23百万円（前年同期比 27.5％増）、四半期純利益は7百万

円（前年同期比 0.9％増）となりました。 

   

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第1四半期末における総資産は4,766百万円となり、前連結会計年度末に比べ392百

万円減少しました。 

これは主に、現金及び預金の減少149百万円、受取手形及び売掛金の減少222百万円等

によるものであります。 

当第1四半期末における負債合計は1,853 百万円となり、前連結会計年度末に比べ324 

百万円減少しました。 

これは主に、支払手形及び買掛金の減少230百万円、未払法人税等の減少141百万円等

によるものであります。 

また、純資産は、当第1四半期純利益7百万円の計上と配当金の支払81百万円等により、

前連結会計年度末に比べ68百万円減少し2,912百万円となり、自己資本比率は前連結会計

年度末の57.8％から3.3％増加し、61.1％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４月期の業績予想につきましては、平成20年６月25日に公表いたしました連

結業績予想に変更はありません。 
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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ましては、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ましては、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ましては、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ついて著しい変化がないと認められるため、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」に基づき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17百万円減少しております。 
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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 ： 千円） 

 当第1四半期連結会計期間末

（平成20年７月31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４月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 462,835 611,895 

受取手形及び売掛金 1,288,949 1,511,434 

商品 580,627 596,383 

レンタル品 325,443 347,199 

貯蔵品 90,181 88,291 

その他 153,734 133,916 

貸倒引当金 △10,127 △11,164 

流動資産合計 2,891,645 3,277,956 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 332,217 331,162 

土地 930,258 944,833 

その他 79,619 82,327 

有形固定資産合計 1,342,095 1,358,323 

無形固定資産   

のれん 3,959 4,319 

その他 18,954 20,827 

無形固定資産合計 22,913 25,147 

投資その他の資産   

投資有価証券 212,318 202,190 

その他 409,354 398,981 

貸倒引当金 △112,030 △103,494 

投資その他の資産合計 509,642 497,677 

固定資産合計 1,874,651 1,881,148 

資産合計 4,766,296 5,159,104 
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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７月31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４月30日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,174,178 1,405,154 

短期借入金 100,000 － 

未払法人税等 8,680 150,567 

賞与引当金 26,000 119,100 

その他 178,997 136,593 

流動負債合計 1,487,856 1,811,415 

固定負債   

退職給付引当金 4,038 5,054 

その他 361,645 361,645 

固定負債合計 365,683 366,699 

負債合計 1,853,539 2,178,115 

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,266 697,266 

資本剰余金 662,208 662,208 

利益剰余金 1,646,690 1,720,940 

自己資本 △100,260 △100,260 

株主資本合計 2,905,905 2,980,156 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,851 833 

評価・換算差額等合計 6,851 833 

純資産合計 2,912,757 2,980,989 

負債純資産合計 4,766,296 5,159,104 
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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５月１日 
至 平成20年７月31日 

 

売上高 1,359,967  

売上原価 854,505  

売上総利益 505,462  

販売費及び一般管理費 482,989  

営業利益 22,473  

営業外収益   

受取利息 15  

受取配当金 2,808  

雑収入 663  

営業外収益合計 3,486  

営業外費用   

支払利息 54  

雑損失 2,349  

営業外費用合計 2,403  

経常利益 23,556  

特別利益   

固定資産売却益 10,605  

特別利益合計 10,605  

特別損失   

固定資産除却損 648  

特別損失合計 648  

税金等調整前四半期純利益 33,513  

法人税住民税及び事業税 13,046  

法人税等調整額 12,872  

法人税等合計 25,918  

四半期純利益 7,594  
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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。「四半期連結財務諸表規則」に基づき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５月１日 至 平成20年７月31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５月１日 至 平成20年７月31日） 

 該当事項はありません。 
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［参考資料］ 

前第1四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

 前年同第1四半期 
（平成20年 4月期 

第 1四半期） 

 

科目 金額  

Ⅰ 売上高 1,385,919  

Ⅱ 売上原価 861,660  

 売上総利益 524,259  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 509,199  

 営業利益 15,059  

Ⅳ 営業外収益 3,626  

Ⅴ 営業外費用 203  

 経常利益 18,483  

Ⅵ 特別利益 －  

Ⅶ 特別損失 3,777  

 税金等調整前四半期純利益 14,705  

 税金費用 7,175  

 四半期純利益 7,530  
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