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1.  平成21年8月期第1四半期の業績（平成20年9月1日～平成20年11月30日） 

(注) 平成19年8月期第３四半期から四半期財務・業績の概況の作成を始めたため、売上高におけるパーセント表示は記載しておりません。  

(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8月期第1四半期 658 ― 50 ― 47 ― 26 ―
20年8月期第1四半期 438 ― △33 ― △29 ― △16 ―

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8月期第1四半期 3,123.74 ―
20年8月期第1四半期 △2,001.98 ―

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8月期第1四半期 3,068 872 28.4 104,090.65
20年8月期 3,005 854 28.4 101,772.69

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  872百万円 20年8月期  854百万円

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8月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― 0.00 ― 1,500.00 1,500.00

3.  平成21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期累計期間 1,147 ― 35 ― 24 ― 11 ― 1,404.76
通期 2,236 10.1 72 ― 50 ― 24 ― 2,964.29

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第1四半期  8,400株 20年8月期  8,400株
② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  21株 20年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第1四半期  8,390株 20年8月期第1四半期  8,400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．上記の業績予想数値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されたものであり、多分に不確定の要素を含んでおります。実際の業績等は業
況の変化等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。 
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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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期は、世界的な金融市場の混乱やそれに連鎖した国内経済の悪化が顕著であり、企業の設備投資の減

退、雇用不安及び個人消費の極度の冷え込みが見られました。 

 このような状況の中、当社は「シャープ堺工場」向けの間仕切り用不燃パネル（平成20年10月国土交通省不燃認定

取得)をはじめ、ハウス向けウレタンパネル等の受注・納品があり、売上高は順調に推移いたしました。しかしなが

ら、企画品においては、波板・折板、屋根壁材などの主力商品の売上が低調でありました。 

 経済環境の先行き不透明感がさらに増す状況であることから、太陽光発電及び風力発電の環境関連領域など、これ

までの販売先と異なる領域への受注活動を拡げ、業種の景況に左右されない体制の構築を進めてまいりました。それ

により、第１四半期各月の受注高及び受注残高も前期を大幅に上回ることとなりました。また、管理体制の強化を図

り、経費削減に努力してまいりました。 

 結果といたしまして、売上高658,984千円、営業利益50,557千円、経常利益47,978千円、四半期純利益26,208千円

となりました。  

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末の総資産額は3,068,369千円となり、前事業年度末と比較して62,970千円増加いたしまし

た。これは売上高の増加に伴う、売掛金及び受取手形の増加が主な要因となります。  

 負債総額は2,196,193千円となり、前事業年度末と比較して45,685千円増加いたしました。これは未払金の増加及

び未払法人税等の増加20,709千円と、借入金の減少77,190千円によるものであります。 

 純資産額は872,175千円となり、前事業年度末と比較して17,284千円増加いたしました。これは四半期純利益

26,208千円による利益剰余金の増加が主な要因となります。  

３．業績予想に関する定性的情報 

 現時点で平成20年10月15日公表の予想に変更はございません。 

  

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績等が前事業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、

前事業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たな卸資産の評価方法 

 たな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り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

③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 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業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。 

④税金費用の計算  

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 
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（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 

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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、製品(企画品)及び原材料においては月次総平均法による

原価法、製品(オーダー加工品)及び仕掛品においては個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半

期会計期間より「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、製品(企画品)及び原材料においては月次総平均法による原価法(貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法)、製品(オーダー加工品)及び仕掛品においては個別法による原価法(貸

借対照表価額については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。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ6,142千円減少しております。 

③端材売却収入の会計処理 

 従来、端材の売却により生ずる「端材売却収入」については、営業外収益に計上しておりましたが、当第１

四半期会計期間より、売上高に計上する方法に変更しております。 

 この変更は、近年の原材料価格の高騰に伴い端材売却収入の重要性が増すことが見込まれること及び端材売

却の管理を強化するためのものであります。 

 これにより第１四半期会計期間の売上高、売上総利益、営業利益が2,937千円増加しておりますが、経常利

益及び税引前四半期純利益に与える影響は、ありません。 

【追加情報】 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社は、当第１四半期会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直

しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算出する方法に変更しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ6,913千円減少しております。 
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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１四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 366,497 456,233

受取手形及び売掛金 720,498 630,453

製品 38,677 58,418

原材料 268,074 262,141

仕掛品 93,194 33,149

前払費用 6,047 3,144

繰延税金資産 4,157 4,157

未収入金 466 3,620

その他 326 355

貸倒引当金 △200 △177

流動資産合計 1,497,740 1,451,497

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 471,314 478,895

機械装置及び運搬具（純額） 860,183 829,435

土地 218,270 218,270

その他（純額） 11,518 12,841

有形固定資産合計 1,561,286 1,539,442

無形固定資産 8,752 8,849

投資その他の資産   

破産更生債権等 589 589

その他 591 5,608

貸倒引当金 △589 △589

投資その他の資産合計 591 5,608

固定資産合計 1,570,629 1,553,900

資産合計 3,068,369 3,005,398
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 109,521 107,256

短期借入金 930,000 975,000

1年内返済予定の長期借入金 95,312 98,974

未払法人税等 22,745 2,035

賞与引当金 13,290 －

その他 226,306 118,737

流動負債合計 1,397,175 1,302,003

固定負債   

長期借入金 409,002 437,530

退職給付引当金 26,506 25,198

長期未払金 300,200 322,466

繰延税金負債 63,309 63,309

固定負債合計 799,017 848,504

負債合計 2,196,193 2,150,508

純資産の部   

株主資本   

資本金 295,000 295,000

資本剰余金 215,000 215,000

利益剰余金 362,698 344,890

自己株式 △523 －

株主資本合計 872,175 854,890

純資産合計 872,175 854,890

負債純資産合計 3,068,369 3,005,398
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 658,984

売上原価 499,614

売上総利益 159,370

販売費及び一般管理費 108,812

営業利益 50,557

営業外収益  

受取利息 203

その他 2,328

営業外収益合計 2,531

営業外費用  

支払利息 5,092

その他 17

営業外費用合計 5,110

経常利益 47,978

税引前四半期純利益 47,978

法人税等 21,770

四半期純利益 26,208
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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１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11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 47,978

減価償却費 56,499

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,307

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,290

受取利息及び受取配当金 △203

支払利息 5,092

売上債権の増減額（△は増加） △90,044

たな卸資産の増減額（△は増加） △46,236

仕入債務の増減額（△は減少） 2,265

未払費用の増減額（△は減少） △3,358

その他 16,951

小計 3,567

利息及び配当金の受取額 203

利息の支払額 △7,414

法人税等の支払額 △401

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,045

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 35,918

定期預金の預入による支出 △28,822

有形固定資産の取得による支出 △1,236

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,858

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 △32,190

自己株式の取得による支出 △523

配当金の支払額 △6,740

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △82,640

現金及び現金同等物の期首残高 372,238

現金及び現金同等物の四半期末残高 289,597

日創プロニティ㈱　(3440)　平成21年８月期　第１四半期決算短信(非連結)

－　7　－



 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。  

（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。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

前第１四半期累計期間(平成19年9月1日～11月30日) 

（１）（要約）四半期損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年８月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

売上高 438,359 

売上原価 365,806 

売上総利益 72,552 

販売費及び一般管理費 106,324 

営業損失(△) △33,772 

営業外収益   

受取利息 224 

その他 10,031 

営業外収益合計 10,255 

営業外費用   

支払利息 5,918 

営業外費用合計 5,918 

経常利益 △29,435 

特別利益 261 

税引前四半期純損失(△) △29,173 

法人税等 △12,357 

四半期純損失(△) △16,816 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期 

（平成20年８月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  

税引前四半期純損
失(△) 

△29,173 

減価償却費 49,392 

貸倒引当金の増減
額（減少：△） 

△261 

退職給付引当金の
増減額 
（減少：△） 

△1,389 

役員退職慰労引当
金の増減額 
（減少：△） 

△320,140 

賞与引当金の増減
額 （減少：△） 

13,358 

受取利息 △224 

支払利息及び社債
利息 

5,918 

売上債権の増減額
（増加：△） 

165,230 

たな卸資産の増減
額（増加：△） 

△29,651 

仕入債務の増減額
（減少：△） 

△21,164 

未払費用の増減額
（減少：△） 

△26,281 

長期未払金の増減
額（減少：△）  

322,466 

その他（減少：
△） 

2,471 

小計 130,550 

利息の受取額 224 

利息の支払額 △7,478 

法人税等の支払額 △120,161 

営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

3,135 
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前年同四半期 

（平成20年８月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  

定期預金の払戻に
よる収入 

63,324 

定期預金の預入に
よる支出 

△104,102 

有形固定資産の取
得による支出 

△2,247 

投資活動によるキャ
ッシュ・フロー 

△43,025 

Ⅲ 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（減少：△） 

△90,000 

長期借入金の返済
による支出 

△21,732 

配当金の支払額 △7,920 

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

△119,652 

Ⅳ 現金及び現金同等物
の増減額 
（減少：△） 

△159,542 

Ⅴ 現金及び現金同等物
の期首残高 

704,048 

Ⅵ 現金及び現金同等物
の四半期末残高 

544,505 
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（６）その他の情報 

生産、受注及び販売の状況 

 当社において、開示対象となる事業の種類別セグメントはありませんので、製品区分別に記載しております。 

①生産実績 

 当第１四半期会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日）の生産実績を製品区分別に示すと、

次のとおりであります。 

 （注）１．金額は製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

②受注状況 

 当第１四半期会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日）の受注状況を製品区分別に示すと、

次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③販売実績 

 当第１四半期会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日）の販売実績を製品区分別に示すと、

次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当第１四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりであります。 

製品区分別 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 

オーダー加工品 366,184 77.2 

企画品 92,919 19.6 

その他 15,479 3.2 

合計 474,582 100.0 

製品区分別 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

受注高（千円） 構成比（％） 受注残高（千円） 構成比（％） 

オーダー加工品 398,825 63.5 380,073 94.7 

企画品 165,589 26.4 5,213 1.3 

その他 63,266 10.1 15,859 4.0 

合計 627,681 100.0 401,147 100.0 

製品区分別 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 

オーダー加工品 441,922 67.1 

企画品 163,524 24.8 

その他 53,537 8.1 

合計 658,984 100.0 
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相手先 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

金額（千円） 割合（％） 

ベニックス株式会社 151,568 23.0
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