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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 2,951 ― △155 ― △157 ― △112 ―
20年3月期第2四半期 3,225 △0.5 △79 ― △97 ― △112 ―

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 △22.44 ―
20年3月期第2四半期 △22.61 ―

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 8,129 3,101 38.1 620.59
20年3月期 8,591 3,269 38.1 654.31

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,101百万円 20年3月期  3,269百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.00 12.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 6,960 △3.4 235 △20.1 212 △0.3 83 △1.2 16.61

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７月30日公表の業績予想は、本日平成20年10月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますのでご参照下さい。 
２．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。 
３．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2四半期  5,000,000株 20年3月期  5,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,009株 20年3月期  3,009株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  4,996,991株 20年3月期第2四半期  4,997,600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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速や、金

融危機による国際的な証券市場の暴落により設備投資や個人消費が冷え込み、国内景気は減速傾向が強まる状況で

ありました。 

 当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましては、道路特定財源問題の影響を受け公共工事の発注遅

れが続き、一段と厳しい受注環境となりました。 

 この様な状況下、当社グループは引き続きレンタル営業の推進、ソーラー式商品の開発並びにそれに伴う提案型

営業の強化に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は2,951百万円（対前年同期比8.5％減）となりました。損益

面では、粗利率の向上に努めましたが売上高の減少により営業損失は155百万円（前年同期は79百万円の損失）、経

常損失は157百万円（前年同期は97百万円の損失）、四半期純損失は112百万円（前年同期は112百万円の損失）とな

りました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して462百万円減少し、8,129百万円となりました。この

主な要因は、受取手形及び売掛金の減少518百万円、繰延税金資産（流動）の増加66百万円によるものであります。

 当第２四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して293百万円減少し、5,028百万円となりました。この

主な要因は、支払手形及び買掛金の減少145百万円、未払法人税等の減少99百万円、借入金総額の減少45百万円であ

ります。 

 当第２四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比較して168百万円減少し、3,101百万円となりました。こ

の主な要因は、利益剰余金の減少172百万円であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における、現金及び現金同等物（以下「資金」という）は65百万円減少し、2,627百万

円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は43百万円となりました。 

 この内訳の主なものは、収入では売上債権の減少518百万円、減価償却費56百万円、支出では税金等調整前四

半期純損失160百万円、仕入債務の減少145百万円、法人税等の支払125百万円であります。 

 （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4百万円となりました。 

 この内訳の主なものは、収入ではその他の収入（会員権売却他）2百万円、支出ではその他の支出（敷金保証

金他）5百万円であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は104百万円となりました。 

 この内訳は、借入金総額の減少45百万円と配当金59百万円であります。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループを取り巻く事業環境は、道路特定財源問題に起因する公共工事の発注遅れや今後の景気動向などに

より以前より厳しい状況になると思われます。 

 これに加えて、第２四半期連結累計期間における業績を勘案した結果通期の業績見通しは、連結売上高6,960百万

円（対前期比3.4％減）、営業利益235百万円（対前期比20.1％減）、経常利益212百万円（対前期比0.3％減）、当

期純利益83百万円（対前期比1.2％減）となる見込みであります。 

 詳細につきましては、本日平成20年10月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。な

お、平成20年７月30日の決算短信で公表したしました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

 連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 ※ 上記の予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績につきましては、今

後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

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２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 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 

 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想やタックス・

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、売上総利益は34百万円減少し、営業損失及び経常損失が34百

万円それぞれ増加し、税金等調整前四半期純損失が34百万円増加しております。 

  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 

前回発表予想（Ａ） 7,210 320 267 123 24 61 

今回修正予想（Ｂ） 6,960 235 212 83 16 61 

増減額（Ｂ－Ａ） △250 △85 △55 △40 － 

増減率（％） △3.5 △26.6 △20.6 △32.5 － 

（ご参考）前期実績 

（平成20年３月期） 
7,201 294 212 83 16 81 



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,627,277 2,693,022

受取手形及び売掛金 1,707,961 2,226,157

商品 629,420 576,464

製品 158,331 137,762

原材料 156,880 152,770

繰延税金資産 115,216 48,686

その他 51,079 49,980

貸倒引当金 △15,500 △20,300

流動資産合計 5,430,667 5,864,544

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 672,572 699,066

レンタル資産（純額） 96,685 113,183

土地 1,287,446 1,287,446

その他（純額） 26,811 30,830

有形固定資産合計 2,083,515 2,130,527

無形固定資産 17,911 16,692

投資その他の資産   

投資有価証券 426,123 409,972

繰延税金資産 1,903 －

その他 202,598 206,793

貸倒引当金 △33,348 △36,839

投資その他の資産合計 597,276 579,927

固定資産合計 2,698,704 2,727,147

資産合計 8,129,371 8,591,691

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 716,415 862,088

短期借入金 1,951,000 1,906,000

1年内返済予定の長期借入金 930,000 430,000

未払法人税等 24,862 124,529

賞与引当金 80,206 68,945

その他 127,091 150,326

流動負債合計 3,829,574 3,541,890

固定負債   

長期借入金 860,000 1,450,000

長期未払金 86,518 86,518

再評価に係る繰延税金負債 126,530 126,530



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

退職給付引当金 124,538 116,066

その他 1,120 1,120

固定負債合計 1,198,708 1,780,235

負債合計 5,028,282 5,322,126

純資産の部   

株主資本   

資本金 886,000 886,000

資本剰余金 968,090 968,090

利益剰余金 2,560,222 2,732,318

自己株式 △828 △828

株主資本合計 4,413,483 4,585,579

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,390 △32,010

土地再評価差額金 △1,284,003 △1,284,003

評価・換算差額等合計 △1,312,394 △1,316,014

純資産合計 3,101,089 3,269,565

負債純資産合計 8,129,371 8,591,691



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,951,035

売上原価 1,634,834

売上総利益 1,316,200

販売費及び一般管理費 1,471,383

営業損失（△） △155,183

営業外収益  

受取利息 4,847

受取配当金 1,617

投資有価証券評価益 12,531

その他 11,326

営業外収益合計 30,322

営業外費用  

支払利息 29,441

その他 2,854

営業外費用合計 32,295

経常損失（△） △157,156

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,859

特別利益合計 3,859

特別損失  

固定資産除却損 5,967

会員権売却損 900

特別損失合計 6,867

税金等調整前四半期純損失（△） △160,164

法人税、住民税及び事業税 20,401

法人税等調整額 △68,433

法人税等合計 △48,032

四半期純損失（△） △112,132



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △160,164

減価償却費 56,090

投資有価証券評価損益（△は益） △12,531

固定資産除却損 5,967

会員権売却損益（△は益） 900

レンタル資産取得による支出 △11,646

受取利息及び受取配当金 △6,690

支払利息 29,441

売上債権の増減額（△は増加） 518,196

たな卸資産の増減額（△は増加） △77,635

仕入債務の増減額（△は減少） △145,673

その他 △9,407

小計 186,848

利息及び配当金の受取額 6,679

利息の支払額 △24,500

法人税等の支払額 △125,706

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,320

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 △796

貸付けによる支出 △500

貸付金の回収による収入 893

その他の支出 △5,920

その他の収入 2,050

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,273

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） 45,000

長期借入金の返済による支出 △90,000

配当金の支払額 △59,791

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △65,744

現金及び現金同等物の期首残高 2,693,022

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,627,277



 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。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   3,225,423 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,822,222 56.5 

売上総利益   1,403,200 43.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,482,449 46.0 

営業損失（△）   △79,249 △2.5 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息・配当金 5,940     

２．有価証券利息 14,030     

３．受取賃貸料 1,445     

４．受取手数料 1,250     

５．その他 1,906 24,573 0.8 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 30,098     

２．投資有価証券評価損 9,398     

３．その他 2,952 42,449 1.3 

経常損失（△）   △97,125 △3.0 

Ⅵ 特別利益       

  投資有価証券売却益 26 26 0.0 

税金等調整前中間純損失
（△） 

  △97,098 △3.0 

法人税、住民税及び事業税 19,806     

法人税等調整額 △3,915 15,890 0.5 

中間純損失（△）   △112,988 △3.5 

     



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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．税金等調整前中間純損失
（△） 

△97,098 

２．減価償却費 65,693 

３．賞与引当金の増加額 25,351 

４．退職給付引当金の増加額 7,173 

５．貸倒引当金の減少額 △347 

６．投資有価証券評価損 9,398 

７．投資有価証券売却益 △26 

８．レンタル資産取得による
支出 

△10,325 

９．受取利息及び受取配当金 △19,970 

10．支払利息 30,098 

11．売上債権の減少額 471,709 

12．たな卸資産の増加額 △34,573 

13．仕入債務の減少額 △109,555 

14．未払消費税等の減少額 △30,768 

15．その他流動資産の増加額 △5,988 

16．その他流動負債の減少額 △8,941 

17．その他固定資産の増加額 △598 

18．その他固定負債の減少額 △849 

小計 290,384 

19．利息及び配当金受取額 15,445 

20．利息の支払額 △32,913 

21．法人税等の支払額 △52,755 

22．法人税等の還付額 1 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

220,162 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

１．投資有価証券の取得によ
る支出 

△101,263 

２．投資有価証券の売却によ
る収入 

83 

３．有形固定資産の取得によ
る支出 

△4,820 

４．その他投資等の取得によ
る支出 

△3,489 

５．その他投資等の売却によ
る収入 

1,104 

６．貸付による支出 △1,500 

７．貸付金回収による収入 1,192 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△108,693 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

１．短期借入金の借入による
収入 

1,047,500 

２．短期借入金の返済による
支出 

△1,192,500 

３．長期借入金の借入による
収入 

150,000 

４．長期借入金の返済による
支出 

△85,000 

５．配当金の支払額 △59,598 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△139,598 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

－ 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

△28,129 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

2,542,070 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

2,513,941 
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