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1.  平成21年9月期第2四半期の業績（平成20年9月21日～平成21年3月20日） 

（注）21年9月期第2四半期に係る潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第2四半期 6,304 ― 578 ― 582 ― 312 ―

20年9月期第2四半期 5,887 △2.9 603 △15.6 624 △14.8 340 △19.9

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9月期第2四半期 125.65 ―

20年9月期第2四半期 136.70 136.19

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9月期第2四半期 13,195 9,068 68.7 3,643.61
20年9月期 12,611 8,815 69.9 3,542.05

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  9,068百万円 20年9月期  8,815百万円

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9月期 ― 0.00 ― 22.50 22.50
21年9月期 ― 0.00

21年9月期 
（予想）

― 22.50 22.50

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年9月21日～平成21年9月20日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 12,200 14.4 780 42.6 790 33.7 419 93.7 168.35
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、4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) 四半期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、4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) 発行済株式数（普通株式） 

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9月期第2四半期 2,488,880株 20年9月期  2,488,880株

② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  25株 20年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第2四半期 2,488,875株 20年9月期第2四半期 2,488,880株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記の業績予想は、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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数
値と異なる結果となる可能性があります。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作
成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日内閣府令第50号）附則第6条第1項第5号のただし書きにより、改正後の四半期財務
諸表等規則を早期適用しております。 
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期累計期間における世界経済は、米国発の金融危機が深刻化し、市場が混乱するなか、信用収縮、雇

用情勢の悪化、個人消費の低迷が、先進国だけでなく新興国の実体経済にまで影響を及ぼし、世界的同時不況の様

相を呈してまいりました。 

 我が国経済におきましても、景気が急速に悪化するなか、企業の在庫調整が進み、また企業収益の悪化及び信用

収縮が設備投資意欲の減退をまねき、さらに雇用情勢の悪化により個人消費も減退し、景気の底割れも懸念されて

おります。 

 当社の主事業である環境資材事業を取巻く環境は、公共工事の減少に加え、低価格競争による厳しい状況が続

き、また産業資材事業を取巻く環境も、主な需要先であるＩＴ産業、自動車産業ともに国内外の市況の一段の悪化

により苦戦が続きました。 

 当社ではこのような環境のなか、営業面においては改良型の新製品の販売、また新規案件の発掘、さらに継続案

件の確実な成約により売上高の確保に努めるとともに、徹底した効率性の追求及び経費削減により利益確保に努め

てまいりました。 

 この結果、当第２四半期累計期間の売上高は6,304百万円となりました。利益面におきましては、営業利益は578

百万円、経常利益は582百万円、四半期純利益は312百万円となりました。  

   事業の種類別の売上高は次のとおりです。 

  （環境資材事業） 

 環境資材事業では、厳しい経営環境のなかにあっても、市場から一定の評価を受けている当社製品に対する需要

が堅調であった結果、売上高は5,583百万円となりました。 

（産業資材事業） 

 産業資材事業では、ＩＴ産業向け及び自動車産業向けの製品に対する需要に急激な減退がみられた結果、売上高

は720百万円となりました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 （１）資産、負債及び純資産の状況  

  ①資産  

 当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比較して584百万円（前事業年度末比4.6％）増加

し、13,195百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が815百万円増加したものの、たな卸資産が186

百万円減少したことによるものであります。 

 ②負債 

 当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比較して331百万円（前事業年度末比8.7％）増加

し、4,127百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が394百万円、未払法人税等が83百万円それぞれ

増加したものの、未払金が50百万円、賞与引当金が65百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 ③純資産 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末と比較して252百万円（前事業年度末比2.9％）増

加し、9,068百万円となりました。これは主に、利益剰余金が256百万円増加したことによるものであります。 

 （２）キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して23百万円（前事業年度末比

1.4％）増加し、1,700百万円となりました。 

    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） 

 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、340百万円となりました。これは、税引前四半期純利益581百

万円、減価償却費209百万円、たな卸資産の減少額186百万円、仕入債務の増加額394百万円等の収入と、賞与引当

金の減少額65百万円、売上債権の増加額815百万円等の支出によるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、243百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入430

百万円等の収入と、定期預金の預入による支出350百万円、有形固定資産の取得による支出205百万円、投資有価証

券の取得による支出102百万円等の支出によるものであります。 
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 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、70百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出15

百万円、配当金の支払額55百万円等の支出によるものであります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成20年11月４日に発表しました平成21年９月期の業績予想に修正はありません。 

  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

・棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却可能価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

・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。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予想やタックス・

プラニングを利用する方法により算定しております。  

②四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理  

該当事項はありません。 

  

（２）四半期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 

 会計基準等の改正に伴う変更 

 ・四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従

い四半期財務諸表を作成しております。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を

改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第６条第１項第５号のただし書きにより、改正後の

四半期財務諸表等規則を早期適用しております。 

 （追加情報） 

 減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として、資産の利用状況を見直した結

果、第１四半期会計期間より、機械及び装置について耐用年数の変更を行っております。 

 この結果、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ11,837千円減少

しております。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年３月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,250,111 2,306,124

受取手形及び売掛金 5,067,075 4,251,695

商品及び製品 987,381 1,141,247

仕掛品 188,679 193,812

原材料及び貯蔵品 430,742 458,612

繰延税金資産 184,563 216,201

その他 26,521 50,720

貸倒引当金 △17,974 △9,205

流動資産合計 9,117,100 8,609,208

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,580,065 2,423,071

減価償却累計額 △1,434,434 △1,392,337

建物（純額） 1,145,630 1,030,733

構築物 212,721 207,577

減価償却累計額 △158,922 △154,111

構築物（純額） 53,799 53,465

機械及び装置 2,103,254 2,062,424

減価償却累計額 △1,570,543 △1,502,814

機械及び装置（純額） 532,711 559,610

車両運搬具 26,542 29,162

減価償却累計額 △21,388 △22,359

車両運搬具（純額） 5,154 6,802

工具、器具及び備品 728,468 678,616

減価償却累計額 △566,719 △513,806

工具、器具及び備品（純額） 161,748 164,809

土地 1,451,310 1,436,310

建設仮勘定 1,561 113,225

有形固定資産合計 3,351,917 3,364,958

無形固定資産   

ソフトウエア 90,068 85,786

その他 13,695 15,952

無形固定資産合計 103,763 101,738

投資その他の資産   

投資有価証券 160,993 65,934

繰延税金資産 324,875 329,784

その他 193,043 166,070

貸倒引当金 △55,807 △26,156

投資その他の資産合計 623,105 535,633

固定資産合計 4,078,786 4,002,330

資産合計 13,195,886 12,611,539
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年３月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,271,116 1,876,710

1年内返済予定の長期借入金 27,500 32,500

未払金 319,809 370,483

未払法人税等 236,756 153,691

賞与引当金 219,037 284,340

設備関係支払手形 179,173 167,053

その他 95,227 85,089

流動負債合計 3,348,620 2,969,870

固定負債   

長期借入金 － 10,000

役員退職慰労引当金 605,289 649,283

退職給付引当金 173,559 166,652

固定負債合計 778,848 825,935

負債合計 4,127,468 3,795,806

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,023,922 1,023,922

資本剰余金 983,550 983,550

利益剰余金 7,061,565 6,804,844

自己株式 △34 －

株主資本合計 9,069,003 8,812,316

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △585 3,416

評価・換算差額等合計 △585 3,416

純資産合計 9,068,417 8,815,732

負債純資産合計 13,195,886 12,611,539
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年３月20日) 

売上高 6,304,791

売上原価 3,907,959

売上総利益 2,396,831

販売費及び一般管理費 1,818,552

営業利益 578,279

営業外収益  

受取利息 3,277

受取配当金 401

その他 2,991

営業外収益合計 6,670

営業外費用  

支払利息 113

為替差損 1,650

その他 332

営業外費用合計 2,096

経常利益 582,853

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 1,628

特別利益合計 1,628

特別損失  

固定資産売却損 1,533

固定資産除却損 861

投資有価証券評価損 651

特別損失合計 3,046

税引前四半期純利益 581,435

法人税、住民税及び事業税 229,448

法人税等調整額 39,265

法人税等合計 268,714

四半期純利益 312,721

前田工繊㈱（7821）　平成21年９月期第２四半期決算短信（非連結）

- 7 -



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年３月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 581,435

減価償却費 209,987

長期前払費用償却額 710

貸倒引当金の増減額（△は減少） 38,420

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △43,994

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,906

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,303

受取利息及び受取配当金 △3,678

支払利息 113

為替差損益（△は益） 1,650

有形固定資産売却損益（△は益） 1,533

有形固定資産除却損 861

投資有価証券評価損益（△は益） 651

売上債権の増減額（△は増加） △815,379

たな卸資産の増減額（△は増加） 186,868

仕入債務の増減額（△は減少） 394,405

その他 △9,671

小計 485,517

利息及び配当金の受取額 3,502

利息の支払額 △123

法人税等の支払額 △148,849

営業活動によるキャッシュ・フロー 340,046

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 △350,000

定期預金の払戻による収入 430,000

有形固定資産の取得による支出 △205,585

有形固定資産の売却による収入 228

無形固定資産の取得による支出 △17,775

投資有価証券の取得による支出 △102,430

保険積立金の積立による支出 △1,284

貸付金の回収による収入 3,150

その他 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △243,677

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △15,000

自己株式の取得による支出 △34

配当金の支払額 △55,697

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,731

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,987

現金及び現金同等物の期首残高 1,676,124

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,700,111
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第６条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期財務諸

表等規則を早期適用しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年９月21日 
至 平成20年３月20日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   5,887,507 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,578,332 60.8 

売上総利益   2,309,174 39.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,705,252 29.0 

営業利益   603,922 10.2 

Ⅳ 営業外収益   25,432 0.4 

Ⅴ 営業外費用   5,235 0.0 

経常利益   624,118 10.6 

Ⅵ 特別利益   19,966 0.3 

Ⅶ 特別損失   11,942 0.2 

税引前中間純利益   632,142 10.7 

法人税、住民税及び事業税 262,714     

法人税等調整額 29,196 291,910 4.9 

中間純利益   340,231 5.8 
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

    前中間期においては、個別のキャッシュ・フロー計算書は作成していないため、参考資料として中間連結キャッ

シュ・フロー計算書を記載しております。 

  

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年９月21日 
至 平成20年３月20日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 707,758 

減価償却費 194,416 

長期前払費用償却額 731 

貸倒引当金の減少額 △1,884 

役員退職慰労引当金の増加額 361 

退職給付引当金の増加額 3,796 

賞与引当金の減少額 △92,328 

受取利息及び配当金 △3,495 

支払利息 1,316 

為替差損益 △229 

有形固定資産売却益 △694 

有形固定資産除却損 2,534 

売上債権の増加額 △874,402 

たな卸資産の減少額 71,057 

仕入債務の増加額 238,150 

その他 △61,598 

小計 185,490 

利息及び配当金の受取額 2,886 

利息の支払額 △948 

法人税等の支払額 △262,774 

営業活動によるキャッシュ・フロー △75,345 
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年９月21日 
至 平成20年３月20日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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 △150,000 

定期預金の払戻による収入 50,000 

有形固定資産の取得による支出 △174,358 

有形固定資産の売却による収入 1,285 

無形固定資産の取得による支出 △37,796 

投資有価証券の取得による支出 △2,423 

保険積立による支出  △1,284 

貸付けによる支出  △15,700 

貸付金の回収による収入 2,450 

投資活動によるキャッシュ・フロー △327,826 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △12,500 

配当金の支払額 △36,842 

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,342 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 229 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △452,285 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,853,004 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,400,719 
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