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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 4,738 ― 617 ― 671 ― 370 ―
20年3月期第3四半期 4,793 △6.9 608 △23.2 644 △20.4 339 △17.6

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3四半期 63.38 ―
20年3月期第3四半期 58.11 ―

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3四半期 9,720 8,140 83.8 1,394.24
20年3月期 9,851 8,128 82.5 1,392.06

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  8,140百万円 20年3月期  8,128百万円

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 ― ― ― 50.00 50.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 30.00 30.00

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 6,800 4.1 980 6.9 1,015 7.3 565 11.3 96.86

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  無  

(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】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)通期の業績予想につきましては、現時点では平成20年10月29日に発表した予想に変更はありません。 
(2)本資料に記載されている業績予想は、現時点における入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不安定な要素を含んでおります。実際の業績等は今後
発生する様々な要因により異なる結果になる可能性があります。 
(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3四半期  5,840,000株 20年3月期  5,840,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,050株 20年3月期  1,050株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  5,838,950株 20年3月期第3四半期  5,838,977株
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【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３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国に端を発した国際的な金融市場の混乱に

加え、急激な円高や株価下落等も重なり世界的に不況感が強まったために、企業収益や雇用環境等

の先行きにも不透明感が増したことから個人消費が減速し、厳しい環境のまま推移いたしました。 

   このような中、当社グループでは上半期に引き続き清掃、洗浄機器の新商品（バリューシリーズ）

を中心に市場へ投入するとともに、全国各地における代理店に商品勉強会を実施する等の営業展開

を図ってまいりました。 

   この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 4,738 百万円、営業利益は 617 百万円、経常利

益は 671 百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１） 資産負債の増減 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 131 百万円減少し、

9,720 百万円となりました。減少の主な要因は、売上債権が 147 百万円、減価償却費計上等により

有形固定資産が61百万円、投資有価証券が199百万円減少しましたが、現金及び預金が54百万円、

たな卸資産が 224 百万円増加したこと等によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ 143 百万円減少し、1,579 百万円となりました。減少の主

な要因は、短期借入金が 80 百万円、未払法人税等が 104 百万円、賞与引当金が 62 百万円減少しま

したが、流動負債のその他が 118 百万円増加したこと等によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 12 百万円増加し、8,140 百万円となりました。 

これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末より 1.3 ポイント上昇し、83.8％となりました。 

 

（２） キャッシュ・フローについて 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、55 百

万円増加し、1,937 百万円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は、233 百万円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四

半期純利益 671 百万円、売上債権の減少 145 百万円であり、支出の主な要因は、たな卸資産の増加

227 百万円、法人税等の支払 376 百万円であります。 

 投資活動の結果得られた資金は、192 百万円となりました。収入の主な要因は、投資有価証券の

売却による収入 200 百万円であります。 

 財務活動の結果使用した資金は、370 百万円となりました。これは、短期借入金の返済 80 百万

円及び配当金の支払 290 百万円によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、現時点では平成 20 年 10 月 29 日発表した予想に変更はあり

ません。 
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４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に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 

該当事項はありません。 

 

(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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によって

おりましたが、当第１四半期連結会計期間より「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、移動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)により算定しております。なお、こ

の変更による損益への影響はありません。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,637,758 1,582,863

受取手形及び売掛金 1,594,321 1,741,819

有価証券 300,432 300,286

商品 998,907 774,044

その他 129,664 124,881

貸倒引当金 △1,970 △1,394

流動資産合計 4,659,113 4,522,500

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,372,545 1,428,039

土地 3,270,925 3,270,925

その他（純額） 40,803 47,289

有形固定資産合計 4,684,273 4,746,253

無形固定資産   

のれん 46,061 61,414

その他 13,931 13,421

無形固定資産合計 59,993 74,836

投資その他の資産   

投資有価証券 2,849 202,200

繰延税金資産 198,639 188,614

その他 120,151 119,885

貸倒引当金 △4,564 △2,738

投資その他の資産合計 317,075 507,961

固定資産合計 5,061,342 5,329,051

資産合計 9,720,455 9,851,552
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 298,007 347,446

短期借入金 － 80,000

未払法人税等 79,909 184,354

賞与引当金 57,054 119,200

商品保証引当金 15,900 15,800

その他 390,617 272,019

流動負債合計 841,487 1,018,820

固定負債   

退職給付引当金 291,641 285,869

役員退職慰労引当金 170,988 160,748

再評価に係る繰延税金負債 234,216 234,216

その他 41,217 23,753

固定負債合計 738,064 704,587

負債合計 1,579,552 1,723,407

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,797,681 1,797,681

資本剰余金 2,122,148 2,122,148

利益剰余金 6,518,977 6,440,850

自己株式 △964 △964

株主資本合計 10,437,842 10,359,715

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 －

繰延ヘッジ損益 △73,121 △7,755

土地再評価差額金 △2,223,814 △2,223,814

評価・換算差額等合計 △2,296,938 △2,231,570

純資産合計 8,140,903 8,128,144

負債純資産合計 9,720,455 9,851,552
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,738,369

売上原価 2,160,585

売上総利益 2,577,783

販売費及び一般管理費 1,960,055

営業利益 617,728

営業外収益  

受取利息 5,229

不動産賃貸収入 13,800

為替差益 31,054

その他 3,632

営業外収益合計 53,715

営業外費用  

支払利息 95

営業外費用合計 95

経常利益 671,349

特別利益  

貸倒引当金戻入額 166

特別利益合計 166

特別損失  

有形固定資産除却損 151

特別損失合計 151

税金等調整前四半期純利益 671,364

法人税、住民税及び事業税 275,800

法人税等調整額 25,489

法人税等合計 301,289

四半期純利益 370,074
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 671,364

減価償却費 69,075

のれん償却額 15,353

賞与引当金の増減額（△は減少） △62,146

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,772

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,240

商品保証引当金の増減額（△は減少） 100

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,401

受取利息及び受取配当金 △5,229

支払利息 190

有形固定資産除却損 151

売上債権の増減額（△は増加） 145,692

たな卸資産の増減額（△は増加） △227,386

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,669

仕入債務の増減額（△は減少） △49,439

未払金の増減額（△は減少） 25,367

未払費用の増減額（△は減少） 1,170

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,796

その他の固定負債の増減額（△は減少） 5,350

小計 604,902

利息及び配当金の受取額 4,792

利息の支払額 △95

法人税等の支払額 △376,361

営業活動によるキャッシュ・フロー 233,237

投資活動によるキャッシュ・フロー  

従業員に対する貸付けによる支出 △12,910

従業員に対する貸付金の回収による収入 13,679

有形固定資産の取得による支出 △3,699

投資有価証券の取得による支出 △652

投資有価証券の売却による収入 200,000

その他投資活動の取得による支出 △4,893

その他投資活動の売却による収入 656

投資活動によるキャッシュ・フロー 192,180

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 △80,000

親会社による配当金の支払額 △290,377

財務活動によるキャッシュ・フロー △370,377

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,040

現金及び現金同等物の期首残高 1,882,749

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,937,790
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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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)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。 

  

  当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

  該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める環境クリーニング機器事業の割合が90％

超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載は省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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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 前年同四半期に係る財務諸表 

 
  

「参考資料」

 （１）第３四半期連結損益計算書 
 （単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

   至 平成19年12月31日）

Ⅰ 売上高 4,793,784

Ⅱ 売上原価 2,248,583

 売上総利益 2,545,200

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,936,519

営業利益 608,681

Ⅳ 営業外収益

受取利息 1,385

不動産賃貸料 15,525

為替差益 4,982

その他 14,529 36,421

Ⅴ 営業外費用

支払利息 889

雑損失 45 935

経常利益 644,167

Ⅵ 特別利益

貸倒引当金戻入益 231

固定資産売却益 190 421

Ⅶ 特別損失

固定資産除却損 265 265

税金等調整前四半期純利益 644,324

法人税、住民税及び事業税 237,740

法人税等調整額 67,283 305,023

四半期純利益 339,300
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 （２）第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 （単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年12月31日)

Ⅰ.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 644,324

減価償却費 74,137

のれん償却額 15,353

賞与引当金の減少額 △ 60,556

役員賞与引当金の減少額 △ 3,400

退職給付引当金の増加額 21,599

役員退職慰労引当金の減少額 △ 41,545

商品保証引当金の減少額 △ 1,500

貸倒引当金の増加額 569

受取利息及び受取配当金 △ 1,385

支払利息 889

有形固定資産売却益 △ 190

有形固定資産除却損 265

売上債権の減少額 599,012

たな卸資産の増加額 △ 67,857

その他流動資産の増加額 △ 3,028

仕入債務の減少額 △ 121,378

未払金の減少額 △ 11,072

未払費用の増加額 1,636

その他流動負債の増加額 28,758

その他固定負債の増加額 4,530

小計 1,079,162

利息及び配当金の受取額 1,385

利息の支払額 △ 889

法人税等の支払額 △ 509,556

 営業活動によるキャッシュ・フロー 570,101

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー

従業員貸付金の増加額 △ 7,810

従業員貸付金の減少額 8,798

有形固定資産の取得による支出 △ 3,333

有形固定資産の売却による収入 190

投資有価証券の取得による支出 △ 200,000

その他投資の取得による支出 △ 307

その他投資の売却による収入 537

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 201,924

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純減少額 △ 20,000

親会社による配当金の支払額 △ 191,302

自己株式の取得による支出 △ 67

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 211,370

Ⅳ.現金及び現金同等物の増加額 156,806

Ⅴ.現金及び現金同等物の期首残高 1,328,078

Ⅵ.現金及び現金同等物の四半期末残高 1,484,885
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