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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 7,701 ― 45 ― 49 ― 21 ―
20年3月期第2四半期 6,666 1.7 4 ― 10 ― 3 ―

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2四半期 0.76 ―
20年3月期第2四半期 0.11 ―

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2四半期 11,273 4,015 35.6 141.65
20年3月期 12,920 4,356 33.7 153.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,015百万円 20年3月期  4,356百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 16,500 3.1 550 11.6 550 10.2 630 0.5 22.22

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、２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、２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2四半期  28,400,000株 20年3月期  28,400,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  53,003株 20年3月期  49,450株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  28,349,157株 20年3月期第2四半期  28,354,687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）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。 
（２）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。  
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当第２四半期（６ヶ月）におけるわが国経済は、米国のサブプライムローンに端を発した金融市場の混
乱が消費経済に大きく影を落とし、また、原油や金属等の原材料価格の高騰、円高基調が企業収益や家計
を圧迫するなど、景気の減速感が一段と高まっております。 
このような厳しい環境のもと、当社はお客様第一を主眼に置いたきめ細かな営業展開、並びに市場のニ

ーズを的確に捉えた新製品開発を軸に事業展開を行ってまいりました。またコストダウンの推進、原価力
の強化等に努め、より強固な経営体質への変革を目標に、収益力の向上に取り組んでまいりました。 
この結果、当第２四半期累計期間（６ヶ月）の売上高は防災部門での大型物件の完工等により7,701百

万円となりました。収益面につきましては、増収効果等により、営業利益は45百万円、経常利益は49百万
円、四半期純利益は21百万円となりました。 
  

（資産） 
流動資産は、前事業年度末に比べて16.0％減少し、7,090百万円となりました。これは、主に受取手形

及び売掛金（純額）が1,320百万円減少したことによるものであります。 
固定資産は、前事業年度末に比べて6.6％減少し、4,182百万円となりました。これは、主に投資有価証

券の時価評価に伴う減少によるものであります。 
この結果、総資産は、前事業年度末に比べて12.8％減少し、11,273百万円となりました。 
  
（負債） 
流動負債は、前事業年度末に比べて18.8％減少し、5,018百万円となりました。これは、支払手形及び

買掛金が573百万円、短期借入金が60百万円、未払法人税等が217百万円それぞれ減少したことによるもの
であります。 
固定負債は、前事業年度末に比べて5.9％減少し、2,239百万円となりました。これは、主に繰延税金負

債の減少によるものであります。 
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて15.3％減少し、7,257百万円となりました。 
  
（純資産） 
純資産合計は、前事業年度末に比べて7.8％減少し、4,015百万円となりました。これは、配当による利

益剰余金の減少とその他有価証券評価差額金の減少によるものであります。 
  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年４月25日に公表いたしました業績予想に変更はご
ざいません。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前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 
当第２四半期における税金費用については法定実効税率による簡便な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。 

  

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「棚卸資産に関する会計基準」(企業会計基準第９号)を第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。この変
更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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２四半期会計期間末 
(平成20年9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 307,251 404,965 

受取手形及び売掛金（純額） 3,951,735 5,272,147 

商品及び製品 1,179,655 1,061,462 

原材料及び貯蔵品 572,012 670,564 

仕掛品 106,124 95,332 

未成工事支出金 711,813 703,141 

繰延税金資産 191,399 194,970 

その他 70,639 41,129 

流動資産合計 7,090,631 8,443,715 

固定資産 

有形固定資産 2,485,378 2,401,704 

無形固定資産 

その他 4,969 3,968 

無形固定資産合計 4,969 3,968 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,605,512 1,985,151 

その他 86,596 86,109 

投資その他の資産合計 1,692,108 2,071,260 

固定資産合計 4,182,456 4,476,933 

資産合計 11,273,088 12,920,648 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,118,483 2,692,058 

短期借入金 1,540,000 1,600,000 

未払法人税等 36,500 254,400 

引当金 53,060 47,087 

その他 1,270,568 1,589,791 

流動負債合計 5,018,611 6,183,337 

固定負債 

退職給付引当金 1,101,136 1,089,640 

繰延税金負債 354,496 509,502 

その他 783,460 781,459 

固定負債合計 2,239,093 2,380,602 

負債合計 7,257,705 8,563,940 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,428,000 1,428,000 

資本剰余金 1,074,187 1,074,187 

利益剰余金 787,934 908,237 

自己株式 △6,885 △6,273 

株主資本合計 3,283,237 3,404,152 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 731,925 957,552 

繰延ヘッジ損益 219 △4,996 

評価・換算差額等合計 732,145 952,556 

純資産合計 4,015,382 4,356,708 

負債純資産合計 11,273,088 12,920,648 
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 7,701,493 

売上原価 6,093,378 

売上総利益 1,608,114 

販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費合計 1,562,468 

営業利益 45,645 

営業外収益 

受取配当金 15,184 

その他 7,812 

営業外収益合計 22,997 

営業外費用 

支払利息 15,367 

その他 4,186 

営業外費用合計 19,554 

経常利益 49,088 

特別利益 

特別利益合計 945 

特別損失 

特別損失合計 3,663 

税引前四半期純利益 46,370 

法人税等 24,920 

四半期純利益 21,449 
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 46,370 

減価償却費 114,372 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △945 

受取利息及び受取配当金 △15,594 

支払利息 15,367 

有形固定資産除売却損益（△は益） 3,663 

売上債権の増減額（△は増加） 1,319,537 

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,104 

仕入債務の増減額（△は減少） △573,575 

その他 36,641 

小計 906,734 

利息及び配当金の受取額 15,594 

利息の支払額 △9,159 

法人税等の支払額 △242,038 

営業活動によるキャッシュ・フロー 671,130 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出 △276 

有形固定資産の取得による支出 △568,017 

貸付けによる支出 △700 

貸付金の回収による収入 1,149 

その他 △1,304 

投資活動によるキャッシュ・フロー △569,149 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の返済による支出 △60,000 

配当金の支払額 △139,083 

その他 △611 

財務活動によるキャッシュ・フロー △199,695 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △97,714 

現金及び現金同等物の期首残高 404,965 

現金及び現金同等物の四半期末残高 307,251 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象） 

当社は、平成20年10月８日開催の取締役会において、株式会社モリタホールディングス（以下「公開買

付者」といいます。）による当社普通株式に対する公開買付けについて賛同の意見を表明することを決議

いたしました。 

公開買付者は、本公開買付けでは買付けを行う株式数に上限を設けておりません。従いまして、本公開

買付けの結果次第では、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て、当社の株式

は上場廃止となる可能性があります。 

１．公開買付者の概要 

（1）商号 

株式会社モリタホールディングス 

（2）事業内容 

消防ポンプ車、消火器、防災設備、環境関連機器の製造販売等を営む会社の株式保有による、

当該会社の経営の支配・管理及び管理間接業務の受託等 

（3）設立年月 

昭和７年７月23日 

（4）本店所在地 

大阪府大阪市生野区小路東五丁目５番20号 

（5）代表者の役職・氏名 

代表取締役社長 中島正博 

（6）資本金 

4,746,124千円 

（7）大株主及び持株比率 

第一生命保険相互会社     (6.96%) 

住友信託銀行株式会社     (4.69%) 

モリタ取引先持株会       (4.66%) 

（8）当社との関係 

資本関係:公開買付者は当社発行済株式総数の10.00％を所有しております。 

人的関係:人的関係はありません。 

取引関係:公開買付者への売上：1,354,129千円 公開買付者からの仕入：15,549千円 

関連当事者への該当状況:公開買付者は、当社の主要株主であり、関連当事者に該当します。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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２．株式会社モリタホールディングスによる当社株式公開買付けの概要 

（1）買付け等をする株券等の種類 

普通株式 

（2）買付け等の期間 

平成20年10月９日（木曜日）から平成20年11月７日（金曜日）まで（20営業日） 

（3）買付け等の価格 

１株につき205円 

（4）買付予定の株券等の数 

11,558,000株 

（5）公開買付け開始公告日 

平成20年10月９日 

  

  

（追加情報） 

当事業年度より、有形固定資産のうち機械及び装置について、従来採用していた耐用年数から実態に即

した耐用年数に変更しております。これは、合理化及び増産に伴う設備投資計画が従前に増して増加して

おり、また今後も引き続き重点投資として積極的な設備投資が予想されるため平均使用年数の見直しを行

った結果、従来使用していた耐用年数からより実態に近い耐用年数に変更したものであります。この結

果、従来の方法に比べ営業利益、経常利益、税引前四半期純利益が15百万円それぞれ増加しております。
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（要約）前中間損益計算書 

 
  

  

「参考資料」

科目

前中間会計期間
（自 平成19年４月１日  

  至 平成19年９月30日）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 6,666

Ⅱ 売上原価 5,132

  売上総利益 1,534

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,530

  営業利益 4

Ⅳ 営業外収益 28

Ⅴ 営業外費用 21

  経常利益 10

Ⅵ 特別利益 12

Ⅶ 特別損失 9

 税引前中間純利益 13

 税金費用等 10

 中間純利益 3
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生産、受注及び販売の状況 

（1）生産実績 

当第２四半期累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

 
  

（2）受注実績 

当第２四半期累計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

 
  

（3）販売実績 

当第２四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

 
  

  

  

  

  

6. その他の情報

事業部門 生産高（千円）

防災部門
4,172,736

(1,525,104)

自転車部門 307,071

合計 4,479,808

（注） １ 金額は、販売価格によっております。

２ 防災部門の（ ）内は、外注依存分であります。

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

事業部門 受注高（千円） 受注残高（千円）

防災部門 1,944,200 1,951,798

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

事業部門 販売高（千円）

機器 3,896,528

設備 1,953,938

防災部門 5,850,467

自転車部門 1,851,026

合計 7,701,493

（注） １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 総販売実績の10％を超える主要な販売先はありません。
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