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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

(注）前年度の第１四半期においては連結損益計算書を作成していないため、前年同四半期及び対前年同四半期の増減比率については記載しておりません。  

(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6月期第1四半期 1,627 ― 97 ― 109 ― 63 ―

20年6月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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6月期第1四半期 21.95 ―

20年6月期第1四半期 ― ―

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6月期第1四半期 4,815 3,740 77.3 1,283.92
20年6月期 4,947 3,706 74.5 1,271.74

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  3,723百万円 20年6月期  3,688百万円

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6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6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 3,830 9.7 396 △3.1 405 △2.1 240 △5.9 82.77
通期 7,300 3.7 680 9.2 702 9.1 404 6.1 139.57

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】5.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】5.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 
  ・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、多分に不確実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。 
  ・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6月期第1四半期  3,000,000株 20年6月期  3,000,000株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  100,020株 20年6月期  100,020株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  2,899,980株 20年6月期第1四半期  3,000,000株
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当第１四半期における当社グループを取り巻く経営環境は、公共事業の減少傾向は続き、原油価格は高
い水準で推移していることなどから、価格競争は依然として厳しい状況にありますが、大型案件の受注な
ど、ウォータージェット工法工事の売上が堅調に伸長したことなどにより、業績予想に対しまして、概ね
順調に推移しております。  
 その結果、当第１四半期における連結売上高は1,627百万円となり、営業利益は97百万円、第１四半期
純利益は63百万円となりました。 
 なお、当社の事業は公共事業関連工事が多いため、売上高は第１四半期（7月～9月）・第４四半期（4
月～6月）が減少し、第２四半期（10月～12月）・第３四半期（1月～3月）に集中いたします。利益につ
きましても同様に推移いたします。今後、このような業績の変動を平準化していく方針でありますが、当
面、業績は第２四半期、第３四半期に偏る傾向にあります。 
  
  
  

  

当第１四半期末における当社グループの総資産は4,815百万円、負債が1,074百万円、純資産は3,740百
万円となり、自己資本比率は77.3％となりました。 
 資産の主なものは、現金及び預金1,319百万円、完成工事未収入金1,288百万円、土地995百万円などで
あります。負債の主なものは、工事未払金292百万円、退職給付引当金259百万円であり、純資産では利益
剰余金2,875百万円であります。 
  
  
  

当第１四半期末における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」という）は、営業活動で△
19百万円、投資活動で△32百万円、財務活動で△25百万円の支出となった結果、1,219百万円となりまし
た。主な要因は次のとおりです。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期における営業活動の資金は△19百万円となりました。主な要因としては法人税の支払いが
220百万円あったことなどによります。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期における投資活動の資金は△32百万円となりました。主な要因としては機械装置、車輌運
搬具等固定資産の取得に32百万円を支出したことなどによります。 
  
(財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期における財務活動の資金は、配当金の支払いにより△25百万円となりました。 
  

  

当期の業績予想につきましては、当第１四半期における業績が概ね計画通り推移していることなどか
ら、予想の見直しは行っておりません。 
  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結キャッシュ・フローに関する定性的情報

4. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

当第１四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。
  

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格を見積
もり、簿価切下げを行う方法によっています。 
  

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の額を期間按分して算定する
方法によっております。 
  

税引前純利益に年間見積実効税率を乗じて計算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場合に、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。 
  

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棚卸資産については、従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、当第１四半期より「棚
卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、先
入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
 なお、この会計基準の適用による影響はありません。 

③当社及び国内連結子会社は、全ての機械装置について、法人税法の改正(所得税法等の一部を改正す
る法律 平成20年4月30日法律第23号）に伴い、当第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法の
耐用年数に変更しております。 
 この変更は、法人税法の改正に伴い、法定耐用年数及び資産区分が見直されたことを契機に資産の利
用状況の見直しを行ったものであります。 
 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ2,235千円減少してお
ります。 
 
  
  

  

  

5. 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)

(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

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

④法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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
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6. 【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６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,319,473 1,396,923 

受取手形 186,620 304,958 

完成工事未収入金 1,288,295 1,213,114 

原材料及び貯蔵品 77,539 79,675 

繰延税金資産 40,356 35,567 

その他 41,592 53,637 

貸倒引当金 △12,115 △11,721 

流動資産合計 2,941,762 3,072,155 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 302,078 300,578 

減価償却累計額 △169,540 △167,062 

建物及び構築物（純額） 132,538 133,516 

機械装置及び運搬具 1,506,332 1,499,680 

減価償却累計額 △1,190,522 △1,180,295 

機械装置及び運搬具（純額） 315,810 319,384 

工具、器具及び備品 58,560 58,776 

減価償却累計額 △43,346 △42,184 

工具、器具及び備品（純額） 15,214 16,591 

土地 995,117 995,117 

有形固定資産合計 1,458,680 1,464,609 

無形固定資産 4,897 4,897 

投資その他の資産 

投資有価証券 118,188 117,255 

繰延税金資産 152,387 152,387 

その他 179,355 168,711 

貸倒引当金 △39,693 △32,753 

投資その他の資産合計 410,237 405,600 

固定資産合計 1,873,816 1,875,107 

資産合計 4,815,579 4,947,263 

第一カッター興業㈱（1716）平成20年6月期第1四半期決算短信

－4－



(単位：千円) 

当第１四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６月30日) 

負債の部 

流動負債 

工事未払金 292,440 308,541 

短期借入金 50,000 50,000 

未払法人税等 51,148 232,384 

賞与引当金 111,540 27,880 

その他 240,273 283,420 

流動負債合計 745,401 902,226 

固定負債 

退職給付引当金 259,017 267,351 

役員退職慰労引当金 61,902 58,963 

負ののれん 3,648 3,876 

その他 4,790 7,990 

固定負債合計 329,359 338,182 

負債合計 1,074,760 1,240,409 

純資産の部 

株主資本 

資本金 470,300 470,300 

資本剰余金 465,100 465,100 

利益剰余金 2,875,479 2,840,137 

自己株式 △87,517 △87,517 

株主資本合計 3,723,362 3,688,019 

少数株主持分 17,455 18,834 

純資産合計 3,740,818 3,706,854 

負債純資産合計 4,815,579 4,947,263 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円) 

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

完成工事高 1,627,574 

完成工事原価 1,150,622 

完成工事総利益 476,952 

販売費及び一般管理費 379,502 

営業利益 97,449 

営業外収益 

受取利息 286 

受取保険金 935 

雑収入 5,519 

受取家賃 4,190 

負ののれん償却額 228 

持分法による投資利益 933 

営業外収益合計 12,094 

営業外費用 

支払利息 321 

売上債権売却損 42 

営業外費用合計 363 

経常利益 109,180 

特別利益 

償却債権取立益 1 

保険解約返戻金 705 

固定資産売却益 990 

特別利益合計 1,696 

特別損失 

固定資産売却損 156 

固定資産除却損 2,157 

災害による損失 2,371 

特別損失合計 4,686 

税金等調整前四半期純利益 106,190 

法人税等 43,892 

少数株主利益 △1,378 

四半期純利益 63,676 
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(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７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利益 106,190 

減価償却費 35,640 

負ののれん償却額 △228 

持分法による投資損益（△は益） △933 

固定資産除却損 2,157 

有形固定資産売却損益（△は益） △833 

災害損失 2,371 

受取賃貸料 △4,190 

受取保険金 △935 

保険解約損益（△は益） △705 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,121 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,938 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,334 

賞与引当金の増減額（△は減少） 83,660 

前渡金の増減額（△は増加） △1,575 

未払費用の増減額（△は減少） 3,148 

未払金の増減額（△は減少） △31,278 

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,549 

受取利息 △286 

支払利息 321 

営業債権の増減額（△は増加） 34,562 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,136 

仕入債務の増減額（△は減少） △16,101 

その他 △24,711 

小計 201,684 

利息及び配当金の受取額 286 

保険金の受取額 935 

保険返戻金 705 

災害損失の支払額 △2,371 

法人税等の支払額 △220,456 

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,216 

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 △32,354 

有形固定資産の売却による収入 1,319 

出資金の払込による支出 △23 

貸付けによる支出 △1,600 

貸付金の回収による収入 314 

保険積立金の積立による支出 △4,479 

保険積立金の払戻による収入 668 

その他 3,415 

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,739 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △25,494 

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,494 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,450 

現金及び現金同等物の期首残高 1,296,603 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,219,152 
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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。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。 

  

該当事項はありません 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当社グループは、切断・穿孔工事業を営む単一セグメントにつき、記載を省略しております。 
  
  
  

  

(5) セグメント情報
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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
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※前年の第1四半期においては連結損益計算書を作成していないため、前年度第1四半期の連結損益 

計算書は記載しておりません。    

   

  

  

  

  

「参考」
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