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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 4,854 ― △71 ― △90 ― △81 ―
20年3月期第3四半期 5,348 △0.8 116 3.9 89 2.7 32 △49.1

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 △16.28 ―
20年3月期第3四半期 6.58 ―

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 8,251 3,104 37.6 621.25
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3四半期  3,104百万円 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 6,750 △6.3 87 △70.4 65 △69.4 9 △89.3 1.80

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10月30日に公表の業績予想は、本日平成21年１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」（企業会計基準運用指針第
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  5,000,000株 20年3月期  5,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  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3四半期  4,996,991株 20年3月期第3四半期  4,997,475株



 当第３四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継続的な低迷

や、国際的な金融危機による証券市場の混乱などにより企業の設備投資や個人消費が縮小し、景気の減速が色濃くな

っております。 

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も、道路特定財源問題に伴う公共工事の着工、発注の遅

れや、大手ゼネコンの指名停止処分の影響により、更に一段と厳しい状況となりました。 

この様な状況下、当社グループは以前に増してレンタル営業の推進や新規ユーザーの獲得に努力し、また、営業戦

略としてソーラー式商品の積極的な営業をしてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は4,854百万円（対前年同期比9.2％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71百万円（前年同期は116百万円の利益）、経常

損失は90百万円（前年同期は89百万円の利益）、四半期純損失は81百万円（前年同期は32百万円の利益）となりまし

た。 

   

  

当第３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して340百万円減少し、8,251百万円となりました。この主

な要因は、現金及び預金の減少304百万円、受取手形及び売掛金の減少166百万円、繰延税金資産（流動）の増加53百

万円によるものであります。 

当第３四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して174百万円減少し、5,147百万円となりました。この主

な要因は、支払手形及び買掛金の減少62百万円、未払法人税等の減少112百万円であります。 

当第３四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比較して165百万円減少し、3,104百万円となりました。この

主な要因は、利益剰余金の減少141百万円であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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304百万円減少し、2,388百万

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、使用した資金は185百万円となりました。 

    この内訳の主なものは、収入では売上債権の減少166百万円、減価償却費86百万円、支出では税金等調整前四半

期純損失102百万円、仕入債務の減少62百万円、たな卸資産の増加67百万円、法人税等の支払192百万円でありま

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50百万円となりました。 

   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）3百万円、支出では投資有価証券の取得による

支出41百万円、その他の支出（敷金保証金他）6百万円であります。 

（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68百万円となりました。 

この内訳は、借入金総額の減少8百万円と配当金59百万円であります。 

  

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 



  

  平成21年３月期の業績見通しにつきましては、国内景気の減衰や道路特定財源問題に伴う公共工事の着工遅れ

や、大手ゼネコンの指名停止の影響が予想以上であったため厳しい状況にあります。 

 これらを勘案し、平成21年１月以降着工遅れなどの工事が開始されると予想されますが、第３四半期連結累計期間

までの売上高の減少を補いきれず通期の業績見通しは、連結売上高6,750百万円（対前期比6.3％減）、営業利益87百

万円（対前期比70.4％減）、経常利益65百万円（対前期比69.4％減）、当期純利益9百万円（対前期比89.3％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21年１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10月30日の決算短信で公表い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。 

  

    

該当事項はありません。 

   

 ①  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四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．連結業績予想に関する定性的情報 

  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）  6,960  235  212  83  16  61

今回修正予想（Ｂ）  6,750  87  65  9  1  80

増減額（Ｂ－Ａ） △210 △148 △147 △74    －

増減率（％）  △3.0  △63.0  △69.3  △89.2   － 

（ご参考）前期実績

（平成20年３月期） 
 7,201  294  212  83  16  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） 

（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 

（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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）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32百万円減少し、営業損失及び経常損失が32百

万円それぞれ増加し、税金等調整前四半期純損失が32百万円増加しております。  



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 2,388,368 2,693,022

受取手形及び売掛金 2,059,173 2,226,157

商品 650,180 576,464

製品 143,497 137,762

原材料 141,173 152,770

繰延税金資産 102,265 48,686

その他 100,169 49,980

貸倒引当金 △18,900 △20,300

流動資産合計 5,565,928 5,864,544

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 661,257 699,066

レンタル資産（純額） 90,785 113,183

土地 1,287,446 1,287,446

その他（純額） 27,485 30,830

有形固定資産合計 2,066,975 2,130,527

無形固定資産 18,208 16,692

投資その他の資産   

投資有価証券 430,882 409,972

繰延税金資産 1,854 －

その他 209,615 206,793

貸倒引当金 △41,871 △36,839

投資その他の資産合計 600,481 579,927

固定資産合計 2,685,665 2,727,147

資産合計 8,251,593 8,591,691

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 799,331 862,088

短期借入金 2,032,500 1,906,000

1年内返済予定の長期借入金 950,000 430,000

未払法人税等 12,023 124,529

賞与引当金 36,733 68,945

その他 178,587 150,326

流動負債合計 4,009,176 3,541,890

固定負債   

長期借入金 795,000 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) 

退職給付引当金 128,775 116,066

その他 1,220 1,120

固定負債合計 1,138,044 1,780,235

負債合計 5,147,220 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 2,590,998 2,732,318

自己株式 △828 △828

株主資本合計 4,444,259 4,585,579

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △55,881 △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 △1,339,885 △1,316,014

純資産合計 3,104,373 3,269,565

負債純資産合計 8,251,593 8,591,691



（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 4,854,894

売上原価 2,655,541

売上総利益 2,199,352

販売費及び一般管理費 2,271,194

営業損失（△） △71,841

営業外収益  

受取利息 6,767

受取配当金 2,617

投資有価証券評価益 3,081

貸倒引当金戻入額 3,600

その他 13,780

営業外収益合計 29,845

営業外費用  

支払利息 44,990

その他 3,766

営業外費用合計 48,756

経常損失（△） △90,752

特別損失  

固定資産除却損 5,967

会員権売却損 5,373

特別損失合計 11,341

税金等調整前四半期純損失（△） △102,093

法人税、住民税及び事業税 34,697

法人税等調整額 △55,433

法人税等合計 △20,736

四半期純損失（△） △81,356



（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損失（△） △102,093

減価償却費 86,892

投資有価証券評価損益（△は益） △3,081

固定資産除却損 5,967

会員権売却損益（△は益） 5,373

レンタル資産取得による支出 △22,085

受取利息及び受取配当金 △9,609

支払利息 44,990

売上債権の増減額（△は増加） 166,984

たな卸資産の増減額（△は増加） △67,854

仕入債務の増減額（△は減少） △62,757

その他 △13,312

小計 29,413

利息及び配当金の受取額 9,633

利息の支払額 △32,508

法人税等の支払額 △192,194

営業活動によるキャッシュ・フロー △185,655

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △41,700

有形固定資産の取得による支出 △5,732

貸付けによる支出 △1,700

貸付金の回収による収入 1,431

その他の支出 △6,474

その他の収入 3,532

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,643

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） 126,500

長期借入れによる収入 250,000

長期借入金の返済による支出 △385,000

配当金の支払額 △59,854

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △304,653

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 2,388,368



 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 

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

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） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  5,348,284

Ⅱ 売上原価  2,977,740

売上総利益  2,370,543

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,254,426

営業利益  116,116

Ⅳ 営業外収益  33,427

Ⅴ 営業外費用  59,611

経常利益  89,933

Ⅵ 特別利益  8,519

Ⅶ 特別損失  1,783

税金等調整前四半期純利益  96,669

法人税、住民税及び事業税  71,251

法人税等調整額  △7,454

四半期純利益  32,872



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

   

  
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） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

１．税金等調整前四半期純
利益 

 96,669

２．減価償却費  101,428

３．固定資産等除却損  1,783

４．投資有価証券評価損  9,729

５．投資有価証券売却益  △8,278

６．固定資産売却益  △241

７．レンタル資産取得によ
る支出 

 △20,534

８．受取利息及び受取配当
金 

 △25,995

９．支払利息  45,890

10．売上債権の減少額  109,100

11．たな卸資産の増加額  △60,876

12．仕入債務の減少額  △10,414

13．その他  △36,459

小計  201,802

14．利息及び配当金受取額  31,936

15．利息の支払額  △40,049

16．法人税等の支払額  △82,444

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 111,245

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 

 19,155

３．有形固定資産の取得に
よる支出 

 △23,392

４．その他投資等の取得に
よる支出 

 △4,629

５．その他投資等の売却に
よる収入 

 101,104

６．貸付による支出  △1,500

７．貸付金回収による収入  1,830

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △8,695



    
  

  

  
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） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

１．短期借入金の純減額  △63,500

２．長期借入金の借入によ
る収入 

 150,000

３．長期借入金の返済によ
る支出 

 △130,000

４．自己株式の取得による
支出 

 △174

５．配当金の支払額  △59,779

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △103,453

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（又は減少額） 

 △903

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四半
期末残高 

 2,541,167
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