
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ナガセ 上場取引所 JQ 
コード番号 9733 URL http://www.toshin.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 永瀬昭幸

問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務本部長 （氏名） 重清安雄 TEL 0422-45-7011

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日

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 16,046 ― △94 ― △297 ― △322 ―

20年3月期第2四半期 12,784 42.5 506 694.1 375 ― 91 ―

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 △32.64 ―

20年3月期第2四半期 9.14 ―

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 31,963 7,407 23.0 750.97
20年3月期 36,538 9,035 24.5 895.97

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  7,349百万円 20年3月期  8,949百万円

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 ― ― ― 80.00 80.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 80.00 80.00

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  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 37,107 29.2 4,555 77.6 4,038 86.3 1,874 23.5 186.81

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） 

 上記に記載した当期の業績予想につきましては、現時点で、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関しての仮定を前提としており、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。 
 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。  

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3月期第2四半期 10,148,409株 20年3月期 10,148,409株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 361,851株 20年3月期 160,141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 9,875,888株 20年3月期第2四半期 10,037,697株







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 4,493,480 9,022,366

受取手形及び売掛金 1,378,585 2,191,794

商品 412,086 381,641

その他のたな卸資産 174,679 157,259

前払費用 720,642 645,447

繰延税金資産 746,605 433,503

その他 805,709 716,196

貸倒引当金 △57,401 △74,658

流動資産合計 8,674,389 13,473,551

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,116,839 4,254,095

工具、器具及び備品（純額） 784,539 792,450

土地 3,664,314 3,664,314

リース資産（純額） 130,000 －

建設仮勘定 289,874 46,312

その他（純額） 87,916 83,486

有形固定資産合計 9,073,483 8,840,659

無形固定資産   

のれん 3,715,771 4,132,282

その他 2,741,508 2,576,806

無形固定資産合計 6,457,280 6,709,088

投資その他の資産   

投資有価証券 1,952,887 1,621,962

長期貸付金 171,092 172,189

長期前払費用 79,456 84,700

敷金及び保証金 4,485,216 4,502,795

繰延税金資産 781,846 845,648

その他 542,180 613,114

貸倒引当金 △254,756 △325,336

投資その他の資産合計 7,757,923 7,515,075

固定資産合計 23,288,687 23,064,823

資産合計 31,963,077 36,538,375



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 269,770 396,245

短期借入金 6,459,714 4,873,290

未払金 1,581,613 2,414,319

未払法人税等 248,028 532,700

前受金 1,729,203 2,416,833

賞与引当金 501,489 499,351

役員賞与引当金 17,408 38,115

返品調整引当金 41,558 46,332

預り金 683,995 2,116,918

その他 863,951 701,532

流動負債合計 12,396,734 14,035,639

固定負債   

社債 1,950,000 2,020,000

長期借入金 7,951,751 9,350,287

退職給付引当金 1,238,052 1,239,066

役員退職慰労引当金 562,071 549,107

その他 456,603 308,621

固定負債合計 12,158,479 13,467,083

負債合計 24,555,213 27,502,723

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,138,138 2,138,138

資本剰余金 2,141,151 2,141,151

利益剰余金 3,825,929 4,936,341

自己株式 △743,056 △241,713

株主資本合計 7,362,164 8,973,918

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,778 △24,730

評価・換算差額等合計 △12,778 △24,730

少数株主持分 58,477 86,463

純資産合計 7,407,863 9,035,652

負債純資産合計 31,963,077 36,538,375



（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) 

営業収益 16,046,915

営業原価 11,749,953

営業総利益 4,296,962

販売費及び一般管理費 4,391,891

営業損失（△） △94,929

営業外収益  

受取利息 16,557

受取配当金 33,495

受取賃貸料 27,607

債務勘定整理益 25,493

その他 32,794

営業外収益合計 135,947

営業外費用  

支払利息 162,871

たな卸資産廃棄損 63,030

その他 112,201

営業外費用合計 338,104

経常損失（△） △297,085

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,275

返品調整引当金戻入額 4,774

移転補償金 45,000

その他 2,746

特別利益合計 61,796

特別損失  

固定資産処分損 39,926

投資有価証券評価損 31,159

リース会計基準の適用に伴う影響額 13,930

その他 21,085

特別損失合計 106,101

税金等調整前四半期純損失（△） △341,391

法人税、住民税及び事業税 204,649

過年度法人税等 32,121

法人税等調整額 △256,091

法人税等合計 △19,320

少数株主利益 241

四半期純損失（△） △322,312



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益 9,369,563

営業原価 6,052,862

営業総利益 3,316,700

販売費及び一般管理費 2,002,804

営業利益 1,313,896

営業外収益  

受取利息 11,564

受取配当金 3,941

受取賃貸料 12,547

債務勘定整理益 25,493

その他 13,980

営業外収益合計 67,528

営業外費用  

支払利息 78,954

たな卸資産廃棄損 55,577

その他 52,355

営業外費用合計 186,887

経常利益 1,194,536

特別利益  

投資有価証券売却益 500

返品調整引当金戻入額 4,774

商品評価損戻入額 4,626

特別利益合計 9,900

特別損失  

固定資産処分損 26,214

投資有価証券評価損 25,882

その他 5,041

特別損失合計 57,138

税金等調整前四半期純利益 1,147,298

法人税、住民税及び事業税 32,530

過年度法人税等 32,121

法人税等調整額 392,242

法人税等合計 456,894

少数株主利益 5,790

四半期純利益 684,613



（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（△） △341,391

減価償却費 824,198

のれん償却額 501,057

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,014

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,964

貸倒引当金の増減額（△は減少） △87,836

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,138

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,707

受取利息及び受取配当金 △50,052

支払利息 163,064

有形固定資産除却損 16,692

投資有価証券評価損益（△は益） 31,159

売上債権の増減額（△は増加） 961,480

前受金の増減額（△は減少） △687,630

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,865

前払費用の増減額（△は増加） △140,628

仕入債務の増減額（△は減少） △591,276

預り金の増減額（△は減少） △1,432,922

その他 192,486

小計 △696,083

利息及び配当金の受取額 47,090

利息の支払額 △166,234

法人税等の支払額 △589,958

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,405,185

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 △614,492

無形固定資産の取得による支出 △256,835

長期前払費用の取得による支出 △55,553

投資有価証券の取得による支出 △415,197

投資有価証券の売却による収入 10,500

子会社株式の取得による支出 △417,678

短期貸付金の増減額（△は増加） 9,905

長期貸付けによる支出 △150,000

長期貸付金の回収による収入 15,944

敷金及び保証金の差入による支出 △91,621

敷金及び保証金の回収による収入 109,061

その他 △6,674

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,862,642



（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) 

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） 1,587,000

長期借入金の返済による支出 △1,399,113

社債の償還による支出 △70,000

自己株式の取得による支出 △501,342

配当金の支払額 △797,640

リース債務の返済による支出 △79,777

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,260,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 △200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,528,902

現金及び現金同等物の期首残高 7,886,556

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,357,654
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