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1.  平成21年4月期第3四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成21年1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4月期第3四半期 4,507 ― 238 ― 239 ― 125 ―

20年4月期第3四半期 4,654 ― 256 ― 267 ― 128 ―

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4月期第3四半期 29.07 ―

20年4月期第3四半期 29.92 ―

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4月期第3四半期 5,149 3,017 58.6 700.58
20年4月期 5,159 2,980 57.8 692.02

（参考） 自己資本   21年4月期第3四半期  3,017百万円 20年4月期  2,980百万円

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4月期 ― ― ― 19.00 19.00
21年4月期 ― ― ― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ――― 19.00 19.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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 6,301 1.0 400 2.7 402 0.0 204 0.0 47.55

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）  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。  

(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 
(1)平成20年６月25日発表の業績予想から変更はありません。上記の業績予想につきましては、本資料の発表時において合理的と判断するデータに基づいて作成してお
り、様々な不確定要素を含んでおりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は２ページ【定性的情報・財
務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
(2)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」に基づき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 1 社 （社名 株式会社児島産業岡山 ）

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4月期第3四半期  4,512,640株 20年4月期  4,512,640株

② 期末自己株式数 21年4月期第3四半期  205,040株 20年4月期  205,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第3四半期  4,307,616株 20年4月期第3四半期  4,307,640株



当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年９月のリーマン・ショックをきっかけとした金融市場の信

用逼迫や株式市場の急落など、世界的な金融不安の影響により実体経済も急速に悪化し、輸出の減少や大幅な生産調

整に伴う雇用情勢の悪化等により、景気は後退局面となりました。 

当社グループが関係する安全機材業界及びサインメディア業界におきましては、引き続く公共工事の縮減や、企

業の設備投資の抑制に加え、不動産市場の低迷等、厳しい経営環境となっておりますが、一方では、地球温暖化対策

が推進される中、環境配慮型商品への需要が多様化且つ拡大し、環境ニーズの広域化によるユーザー層の広がり等、

市場領域の拡張とともに、新たな需要創造への機会が着実に伸展しております。 

このような状勢のもと、当社がコアスキルとするサインメディア事業におきまして、間伐材等の循環型資源を有

効利用するとともに、西日本地区を網羅する37拠点に配置した溶剤系インクジェットシステム並びに当社独自の「サ

インメディア戦略推進システム」を活用のもと、高度化するグラフィックサインへの広範且つ多様なニーズへの対応

力を強化すると共に、安全へのレンタルニーズのトレンドに専門の位置から応えるグリーンレンタル事業におきまし

て、ＣＯ2排出量を削減するソーラー式LED警告灯・表示板等の省資源・環境配慮型安全機材用品等を積極的に導入

し、ネットワークを活かした提案型営業を積極果敢に推進すると共に、新技術情報提供システム（NETIS）等新たな

市場動向への対応力強化へと経営努力を傾注いたしましたが、当第3四半期の連結売上高は4,507百万円（前年同期比

3.2％減）、営業利益は238百万円（前年同期比7.0％減）、経常利益は239百万円（前年同期比10.4％減）、四半期純

利益は125百万円（前年同期比2.8％減）となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は5,149百万円となり、前連結会計年度末に比べ10百万円減少しまし

た。 

 これは主に、現金及び預金の減少230百万円、受取手形及び売掛金の増加66百万円、レンタル品の増加116百万円等

によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は2,131百万円となり、前連結会計年度末に比べ46百万円減少しま

した。 

 これは主に、短期借入金の増加80百万円、未払法人税等の減少105百万円等によるものであります。 

 また、純資産は、当第３四半期純利益125百万円の計上と配当金の支払81百万円等により、前連結会計年度末に比

べ36百万円増加し3,017百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の57.8％から0.8％増加し、58.6％となりま

した。 

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 
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平成21年４月期の業績予想につきましては、平成20年６月25日に公表いたしました連結業績予想に変更はありませ

ん。  

   

 当社は、当社の連結子会社であった株式会社児島産業岡山を、平成20年９月１日付けで当社に吸収合併したた

め、連結子会社がなくなりました。  

   

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を使用して貸倒見積高を算定しております。  

②棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期

間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出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ましては、加味する加減算項目や税額控除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ましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一次差異

等の発生状況について著しい変化がないと認められるため、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。  

  

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 

（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、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益がそれぞれ19百万円減少しております。 
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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21年１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４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 380,971 611,895

受取手形及び売掛金 1,578,179 1,511,434

商品 603,981 596,383

レンタル品 463,742 347,199

貯蔵品 96,456 88,291

その他 110,887 133,916

貸倒引当金 △11,900 △11,164

流動資産合計 3,222,318 3,277,956

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 328,482 331,162

土地 934,353 944,833

その他（純額） 67,002 82,327

有形固定資産合計 1,329,838 1,358,323

無形固定資産   

のれん 3,239 4,319

その他 48,807 20,827

無形固定資産合計 52,046 25,147

投資その他の資産   

投資有価証券 226,038 202,190

その他 441,520 398,981

貸倒引当金 △122,709 △103,494

投資その他の資産合計 544,849 497,677

固定資産合計 1,926,735 1,881,148

資産合計 5,149,053 5,159,104

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,419,149 1,405,154

短期借入金 80,000  

未払法人税等 45,545 150,567

賞与引当金 50,000 119,100

その他 172,998 136,593

流動負債合計 1,767,693 1,811,415

固定負債   

長期未払金 360,605 361,645

退職給付引当金 2,921 5,054

固定負債合計 363,526 366,699

負債合計 2,131,220 2,178,115
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年１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４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,266 697,266

資本剰余金 662,208 662,208

利益剰余金 1,764,338 1,720,940

自己株式 △100,277 △100,260

株主資本合計 3,023,537 2,980,156

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,703 833

評価・換算差額等合計 △5,703 833

純資産合計 3,017,833 2,980,989

負債純資産合計 5,149,053 5,159,104
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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５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 4,507,406

売上原価 2,704,062

売上総利益 1,803,343

販売費及び一般管理費 1,564,805

営業利益 238,537

営業外収益  

受取利息 371

受取配当金 3,759

雑収入 5,087

営業外収益合計 9,218

営業外費用  

支払利息 581

投資事業組合運用損 5,187

雑損失 2,349

営業外費用合計 8,118

経常利益 239,638

特別利益  

固定資産売却益 10,605

投資有価証券売却益 1,269

特別利益合計 11,875

特別損失  

固定資産除却損 730

投資有価証券評価損 5,819

特別損失合計 6,550

税金等調整前四半期純利益 244,963

法人税、住民税及び事業税 84,493

法人税等調整額 35,226

法人税等合計 119,720

四半期純利益 125,243
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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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）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」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）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５月１日 至 平成20年１月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年４月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  4,654,699

Ⅱ 売上原価  2,780,121

売上総利益  1,874,578

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,618,088

営業利益  256,489

Ⅳ 営業外収益  11,525

Ⅴ 営業外費用  656

経常利益  267,358

Ⅵ 特別損失  7,335

税金等調整前四半期純利益   260,023

税金費用   131,114

四半期純利益   128,908
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