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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 4,003 ― 262 ― 263 ― 108 ―
20年3月期第3四半期 3,974 6.3 207 △20.5 208 △20.4 92 △13.7

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 53.35 ―
20年3月期第3四半期 45.74 ―

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 3,350 1,620 48.2 798.87
20年3月期 3,059 1,523 49.8 751.00

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,620百万円 20年3月期  1,523百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 8.00

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 5,300 2.3 235 27.5 235 22.6 116 212.5 57.13

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  

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(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】 4. 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 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  2,030,180株 20年3月期  2,030,180株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,973株 20年3月期  1,930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  2,028,227株 20年3月期第3四半期  2,029,000株
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当第３四半期におけるわが国の経済状況は、海外のサブプライムローン問題に端を発した金融資本市場

の混乱の影響による国内企業の業績低迷、それに伴う雇用不安や所得低減による個人消費マインドが低

下、特に不動産・住宅業界においては、住宅購入意欲の低下により企業業績が低迷し、信用不安による企

業倒産が相次ぐなどの影響を受け、厳しい状況で推移いたしました。 

このような経済状況のもとで、当社グループの当第３四半期におきまして、引き続き、新築住宅着工件

数の低調な推移、資材価格の上昇、建材需要の低下に伴う建設資材の価格上昇などのさまざまな影響によ

り厳しい状況となりました。 

また、住宅等サービス事業は、シロアリ予防の技術普及により発生率が減少傾向にあり、また、防湿商

品の販売低迷があるものの、再施工工事の掘り起こしによる受注確保により、業績はわずかながら増加し

ております。 

ビルメンテナンス事業においては、受注件数の増加により堅調に業績を確保しております。 

この結果、当第３四半期の連結売上高は4,003百万円(前年同期比0.7％増)、連結営業利益は262百万円

(前年同期比26.5％増)、連結経常利益は263百万円(前年同期比26.2％増)、連結四半期純利益は108百万円

(前年同期比16.6％増)となりました。 

なお、通常の業務形態として、シロアリ防除を中心とする住宅等サービス事業は、春先にシロアリ防除

が集中し、事業年度の上半期の業績と下半期の業績に著しい相違があり、季節的変動があります。 

  

当第３四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて291百万円増加し、3,350百万円(前連結会

計年度比9.5％増)となりました。主な増減は、現金及び預金の増加122百万円、たな卸資産の増加107百万

円、受取手形及び売掛金の増加88百万円があったことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて194百万円増加し、1,730百万円(前連結会計年度比12.6％増)となり

ました。主な増減は、短期借入金の増加170百万円、支払手形及び買掛金の増加125百万円があったもの

の、長期借入金の減少33百万円、賞与引当金の減少33百万円、未払法人税等及び未払事業税等の減少30百

万円があったことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて97百万円増加し、1,620百万円(前連結会計年度比6.4％増)となり

ました。主な増減は、利益剰余金の増加91百万円、関連子会社設立に伴う少数株式持分の増加4百万円が

あったことによるものであります。 

この結果、１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて47円87銭増加し、798円87銭となりまし

た。また、自己資本比率は、48.4％(前連結会計年度は49.8％)となりました。 

  

当第３四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、120百万円増加し、当第３四半

期末には728百万円となりました。 

営業活動による資金の増加は、15百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益227

百万円に加えて、仕入債務の増加125百万円があったものの、法人税等の支払額147百万円、たな卸資産

の増加による資金の減少107百万円、売掛債権の増加による資金の減少38百万円があったことによるも

のあります。 

投資活動による資金の減少は、11百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入32百万円

があったものの、定期預金の預入による支出34百万円、固定資産の取得による支出９百万円があったこ

とによるものであります。 

財務活動による資金の増加は、116百万円となりました。これは、短期借入の増加170百万円、長期借

入による収入30百万円があったものの、長期借入金の返済71百万円、配当金の支払額16百万円があった

ことによるものであります。 

  

・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

(キャッシュ・フロー)

株式会社NITTOH（1738）　平成21年3月期　第3四半期決算短信

2



当四半期におきましては、ほぼ計画どおりに業績が推移しておりますので、平成20年５月15日発表の業

績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

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。 

  

  

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、

それぞれ8,953千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

１. 固定資産の減価償却費の算定方法

２. 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

(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.「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準適用指針第14号）を第1四半期連結会計期間から適用しております。 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」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号)を第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(収益性の低下に

よる簿価切下げの方法)に変更しております。

株式会社NITTOH（1738）　平成21年3月期　第3四半期決算短信

3



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 768,011 645,482

受取手形及び売掛金 728,961 640,639

たな卸資産 460,563 353,447

その他 146,132 128,255

貸倒引当金 △5,186 △4,426

流動資産合計 2,098,483 1,763,398

固定資産   

有形固定資産   

土地 619,477 654,877

その他 319,497 332,044

有形固定資産合計 938,974 986,921

無形固定資産   

のれん 23,033 27,034

その他 11,988 13,128

無形固定資産合計 35,022 40,162

投資その他の資産 287,029 275,193

貸倒引当金 △8,873 △6,184

固定資産合計 1,252,152 1,296,093

資産合計 3,350,636 3,059,492

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 541,273 416,023

短期借入金 420,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 76,560 85,020

未払法人税等 52,388 82,594

賞与引当金 36,814 76,520

完成工事補償引当金 15,200 12,600

その他 172,756 184,216

流動負債合計 1,314,993 1,106,974

固定負債   

長期借入金 51,940 85,000

長期未払金 24,830 －

退職給付引当金 221,539 207,611

役員退職慰労引当金 － 22,430

その他 117,065 114,256

固定負債合計 415,374 429,297

負債合計 1,730,367 1,536,272
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 186,072 186,072

資本剰余金 145,813 145,813

利益剰余金 1,269,261 1,177,275

自己株式 △623 △610

株主資本合計 1,600,523 1,508,550

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,582 14,669

評価・換算差額等合計 15,582 14,669

少数株主持分 4,163 －

純資産合計 1,620,268 1,523,220

負債純資産合計 3,350,636 3,059,492
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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 4,003,939

売上原価 2,765,467

売上総利益 1,238,472

販売費及び一般管理費 975,984

営業利益 262,487

営業外収益  

受取利息 779

受取配当金 831

受取手数料 1,232

その他 4,258

営業外収益合計 7,102

営業外費用  

支払利息 5,239

たな卸資産廃棄損 578

その他 240

営業外費用合計 6,057

経常利益 263,532

特別利益  

前期損益修正益 935

固定資産売却益 11

特別利益合計 946

特別損失  

減損損失 35,400

固定資産除却損 861

投資有価証券評価損 567

特別損失合計 36,828

税金等調整前四半期純利益 227,649

法人税、住民税及び事業税 109,298

法人税等調整額 10,476

法人税等合計 119,775

少数株主損失（△） △336

四半期純利益 108,211
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

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) 

売上高 1,331,280

売上原価 932,203

売上総利益 399,077

販売費及び一般管理費 305,812

営業利益 93,265

営業外収益  

受取利息 50

受取手数料 424

その他 2,676

営業外収益合計 3,151

営業外費用  

支払利息 1,791

その他 130

営業外費用合計 1,921

経常利益 94,495

特別損失  

固定資産除却損 144

投資有価証券評価損 567

特別損失合計 711

税金等調整前四半期純利益 93,783

法人税、住民税及び事業税 28,758

法人税等調整額 12,536

法人税等合計 41,294

少数株主損失（△） △336

四半期純利益 52,825
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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 227,649

減価償却費 15,391

減損損失 35,400

のれん償却額 4,935

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,706

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,927

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22,430

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,448

受取利息及び受取配当金 △1,611

投資有価証券評価損益（△は益） 567

支払利息 5,239

有形固定資産除却損 861

売上債権の増減額（△は増加） △88,321

たな卸資産の増減額（△は増加） △107,115

仕入債務の増減額（△は減少） 125,249

その他 △9,984

小計 166,101

利息及び配当金の受取額 1,611

利息の支払額 △5,235

法人税等の支払額 △147,098

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,379

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △34,131

定期預金の払戻による収入 32,399

有形固定資産の取得による支出 △9,176

有形固定資産の売却による収入 78

無形固定資産の取得による支出 △1,083

貸付けによる支出 △1,400

貸付金の回収による収入 588

その他 1,402

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,321

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 170,000

長期借入れによる収入 30,000

長期借入金の返済による支出 △71,520

少数株主からの払込みによる収入 4,500

自己株式の取得による支出 △13

配当金の支払額 △16,226

財務活動によるキャッシュ・フロー 116,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 120,798

現金及び現金同等物の期首残高 607,852

現金及び現金同等物の四半期末残高 728,650
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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。 

  

  

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) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２ 各区分の主な事業内容 

 (1) 建設工事事業 

   ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事) 

   その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事) 

   給排水(上下水道配管)工事 

   各種建築及びリフォーム工事 

   ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事 

 (2) 住宅等サービス事業 

   シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業 

 (3) ビルメンテナンス事業 

   ビルの窓、外壁のクリーニングサービス 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

建設工事事業 
(千円)

住宅等サービ
ス事業 
(千円)

ビルメンテナ
ンス事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,398,083 772,973 803,525 3,974,583 3,974,583

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

134 231 823 1,188 (1,188) ―

計 2,398,217 773,205 804,348 3,975,771 (1,188) 3,974,583

営業利益(又は営業損失) 131,378 105,831 109,874 347,084 (139,505) 207,579
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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) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２ 各区分の主な事業内容 

 (1) 建設工事事業 

   ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事) 

   その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事) 

   給排水(上下水道配管)工事 

   各種建築及びリフォーム工事、耐震補強工事 

   ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事 

 (2) 住宅等サービス事業 

   シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業 

 (3) ビルメンテナンス事業 

３ 会計処理の方法の変更 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を第

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(収益性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、当第２四半期連結累計期間

の売上総利益及び営業利益は建設工事事業が6,117千円、住宅等サービス事業が2,835千円、それぞれ減少し

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) 

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

  

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) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

建設工事事業 
(千円)

住宅等サービ
ス事業 
(千円)

ビルメンテナ
ンス事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,367,442 815,431 821,065 4,003,939 ― 4,003,939

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,687 712 262 4,661 (4,661) ―

計 2,371,129 816,143 821,327 4,008,600 (4,661) 4,003,939

営業利益(又は営業損失) 84,584 156,641 142,447 383,673 (121,186) 262,487

［所在地別セグメント情報］

［海外売上高］

(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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「参考」

(要約) 前第３四半期連結損益計算書

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 売上高 3,974,583

Ⅱ 売上原価 2,706,509

   売上総利益 1,268,074

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,060,494

   営業利益 207,579

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 839

 ２ 受取配当金 1,530

 ３ 受取販売奨励金 1,126

 ４ その他 5,953 9,449

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 6,366

 ２ その他 1,842 8,208

   経常利益 208,820

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 126

 ２ 投資有価証券評価損 3,579 3,705

   税金等調整前四半期純利益 205,114

   税金費用 112,298

  四半期純利益 92,816
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(要約) 前第３四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 205,114

 ２ 減価償却費 17,254

 ３ のれん償却額 39,726

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少:△) △317

 ５ 賞与引当金の増減額(減少:△) △35,867

 ６ 工事等補償引当金の増減額(減少:△) △2,900

 ７ 退職給付引当金の増減額(減少:△) 13,915

 ８ 役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) △40,345

 ９ 受取利息及び受取配当金 △2,370

 10 支払利息 6,801

 11 投資有価証券評価損 3,579

 12 固定資産除却損 126

 13 売上債権の増減額(増加:△) △42,062

 14 たな卸資産の増減額(増加:△) △47,295

 15 仕入債務の増減額(減少:△) 88,338

 16 その他 △23,992

    小計 179,705

 17 利息及び配当金の受取額 2,370

 18 利息の支払額 △5,795

 19 法人税等の支払額 △18,529

   営業活動によるキャッシュ・フロー 157,750

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △24,415

 ２ 定期預金の払戻による収入 24,415

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △7,098

 ４ 子会社株式の取得による支出 △9,437

 ５ 保険解約による収入 10,167

 ６ 貸付による支出 △7,750

 ７ 貸付金の回収による収入 267

 ８ その他(純額) 19,216

   投資活動によるキャッシュ・フロー 5,365

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額(減少:△) 30,000

 ２ 長期借入れによる収入 100,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △150,066

 ４ 自己株式の取得による支出 △258

 ５ 配当金の支払額 △16,232

   財務活動によるキャッシュ・フロー △36,556

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 126,559

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 530,599

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 657,158
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