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平成 21 年２月９日 

各      位 

会 社 名  株式会社ジューテック 
代表者名  代表取締役社長 足立 建一郎 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード２６８２） 
問合せ先  
役職・氏名 財務経理部長 岩谷 昌弘 
電  話 ０３－５７６５－６００２ 
 

特別損失の発生及び繰延税金資産の取崩し 

並びに業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 平成21年３月期第３四半期における特別損失の発生及び繰延税金資産の取崩しについて、その概要を

お知らせするとともに、平成20年11月10日付「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」

において公表いたしました平成21年３月期 (平成20年４月１日～平成21年３月31日)の通期業績予想

を下記のとおり修正いたしますのでお知らせいたします。 

記 

 

１．特別損失（貸倒引当金繰入額）の発生（経過報告）について 

平成20年12月５日付「債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ」において公表

いたしました、当社が保有するシズオカ建販株式会社に対する債権について、その回収可能性を精

査した結果、回収不能見込額106百万円を貸倒引当金繰入額として特別損失に計上いたします。 

 

２．特別損失（貸倒引当金繰入額）の発生（新規）について 

当住宅関連業界をとりまく経営環境は、今後も急速な回復は見込めず、需要停滞は長期化する懸

念が強まりつつあります。そのような状況のなか、販売先の業績の悪化傾向も顕著となってきてお

り、貸倒引当金繰入額629百万円を特別損失として追加計上いたします。 

 

３．特別損失（投資有価証券評価損）の計上について 

「その他有価証券」に区分される保有有価証券のうち、時価が著しく低下し、その回復見込みが

あると認められるもの以外について減損処理による投資有価証券評価損479百万円を計上いたしま

す。 

なお、当社における時価のある株式に係る評価基準では、期末における時価が取得価額に比べ50％

以上下落しているもの、または、30％以上50％未満下落したもののうち、その発行企業の財務内容

等を踏まえた上、回復可能性が認められないものに対し減損処理を行うこととしておりますが、当

第３四半期においては、長期化懸念が強まる株式市場の低迷を勘案し、時価が30％以上下落してい

るもの全てについて減損処理を行っております。 
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a.平成 21 年３月期第３四半期における有価証券評価損 

 単体 連結 

(Ａ)平成 21 年３月期第３四半期会計期間（平成 20 年 10 月１日から

平成 20 年 12 月 31 日まで）の有価証券評価損の総額（＝イ－ロ） 
  447 百万円 447 百万円

 
(イ)平成 21 年３月期第３四半期累計期間（平成 20 年４月１日か

ら平成 20 年 12 月 31 日まで）の有価証券評価損の総額 
483 百万円 479 百万円

 
(ロ)直前四半期（平成 21 年３月期第２四半期）累計期間（平成

20 年４月１日から平成 20 年９月 30 日まで）の有価証券評価

損の総額 

35 百万円 32 百万円

※四半期における有価証券の評価方法は、洗替え方式を採用しております。 
※当社の決算期末は、３月 31 日です。 

 

○純資産額・経常利益額・当期純利益額に対する割合（適時開示基準に基づき、経常利益及び当期純
利益は 近５事業年度の平均値を記載しております。） 

 単体 連結 

(Ｂ)平成 20 年３月期末の純資産額   6,469 百万円 7,110 百万円

 （Ａ／Ｂ×１００） 6.9％ 6.3％ 

 （イ／Ｂ×１００） 7.5％ 6.7％ 

(Ｃ) 平成 16年３月期から平成 20年３月期までの経常利益の平均額 239 百万円 254 百万円

 （Ａ／Ｃ×１００） 186.9％ 175.7％ 

 （イ／Ｃ×１００） 201.9％ 188.3％ 

(Ｄ) 平成16年３月期から平成20年３月期までの当期純利益の平均額 84 百万円 112 百万円

 （Ａ／Ｄ×１００） 527.1％ 399.2％ 

 （イ／Ｄ×１００） 569.3％ 427.9％ 

 

４．繰延税金資産の取崩しについて 

  当期の業績見通しを踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、回収が見込めな

い部分について繰延税金資産の取崩しを行いました。その結果、753百万円の法人税等調整額を計上

いたしました。 

 

５．平成21年３月期業績予想の修正                      （単位：百万円） 

① 連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 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

     円  銭

前回予想（Ａ） 145,000 300 620 △270 △22. 64 

今回修正予想（Ｂ） 140,000 220 500 △2,350 △197. 11 

増減額（Ｂ－Ａ） △5,000 △80 △120 △2,080 ― 

増 減 率（％） △3.4 △26.7 △19.4 ― ― 

(ご参考)前期実績 
（平成 20 年３月期） 148,410 371 644 247 20. 71 
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② 個別業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 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

     円  銭

前回予想（Ａ） 138,000 250 570 △280 △23. 48 

今回修正予想（Ｂ） 133,500 180 470 △2,350 △197. 11 

増減額（Ｂ－Ａ） △4,500 △70 △100 △2,070 ― 

増 減 率（％） △3.3 △28.0 △17.5 ― ― 

(ご参考)前期実績 
（平成 20 年３月期） 141,745 307 589 133 11. 23 

 

③ 修正理由（連結・個別） 

当社を取り巻く経営環境は、上場企業をはじめとした建設・不動産関連の大型倒産が相次ぐな

ど建材需要に繋がる市場の情勢は大変厳しいものとなっていることに加え、景気の先行きに対す

る不安感などから、住宅投資に対する消費者マインドも弱含みとなるなど大変厳しい状況となっ

ております。その影響から連結売上高は前回予想数値より 5,000 百万円減額の 140,000 百万円と

なる見込みであります。 

営業利益は、売上総利益率の向上や全社的なコスト削減に取組んでまいりますが、売上高の減

少の影響は大きく前回予想数値より 80 百万円減額の 220 百万円となる見込みであります。 

経常利益は、売上高の減少による影響のほか、仕入高の減少に伴い営業外収益として計上する

見込みであった仕入割引の減少等もあり、前回予想数値より 120 百万円減額の 500 百万円となる

見込みであります。 

当期純損失は、前述した特別損失（貸倒引当金繰入額 736 百万円、投資有価証券評価損 479 百

万円）の計上に加え、繰延税金資産の取崩しに伴う法人税等調整額 753 百万円を計上したことな

どにより、前回予想数値より 2,080 百万円減額の 2,350 百万円となる見込みであります。 

また、個別においての修正理由も連結と同様であります。 

なお、業績予想につきましては、本資料発表日において入手可能な情報に基づき算定しており、

今後の経済状況等の変化により、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。 

 

以 上 


