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Ⅰ 経営成績 

 

１．経営成績に関する分析 

 

（１）当期の経営成績 

      当連結会計年度は米国の金融危機を発端とした世界同時不況が株式市場や企業業績を悪化さ

せ、雇用不安や個人消費が低迷するなど、わが国経済に深刻な影響を与えてまいりました。 

塗料業界におきましても、自動車・電機など主要製造業の生産調整や建築市場の需要の落ち込

みにより価格競争が続き、原油･原材料の高騰によるコスト増を吸収できない厳しい状況が続い

ております。 

このような状況のもと、当グループでは経費節減に努め、高機能塗料による新規顧客の獲得と

新規市場の開拓を進めてまいりました。 

その結果、当連結会計年度の業績は売上高 107 億 88 百万円（前連結会計年度比 3.0％減）、営

業損失 29 百万円（ 同 －％）、経常損失９百万円（ 同 －％）となりました。また、投資有価証

券評価損 34 百万円など特別損失 46 百万円と税金費用 73 百万円を計上いたしました結果、当期

純損失は１億 29 百万円（ 同 －％）となりました。 

 

    事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。 

  ① 塗料販売事業  

年度前半は床用や防水用塗料の受注が堅調に推移したものの、後半に入り、輸出関連企業の業

績悪化が鮮明になり、工場ユーザー向けの床塗料や屋根塗料の受注が減少し、厳しい収益状況が

続きました。また、需要期の天候不順や消費者の購買意欲の冷え込みが家庭用塗料の需要に大き

く影響いたしました。道路用分野では、主力の道路用塗料「アトムライン」が原材料価格の大幅

な上昇により、利益面で厳しい状況が続いておりますが、視覚障害者誘導用標示関連製品やカラ

ー舗装材、高輝度製品など機能性塗料による新規顧客の獲得で収益改善に努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の塗料販売事業の売上高は 101 億 18 百万円（前連結会計年度比 1.3％

減）となりました。 

② 施工事業   

工場床塗装工事の受注が減少したことに加え、子会社アトムテクノス㈱が受注した構造物補修

工事が仕掛かり工事（工期延長）となったことにより、当連結会計年度の施工事業の売上高は６

億 70 百万円（ 同 22.6％減）となりました。 

 

（２）次期の見通し 
世界的な景気の減速と金融市場の混乱により、当面厳しい経済状況、市場環境が続くものと予

想されますが、当社独自の技術により開発した無機有機ハイブリッドコーティング材、水性防水

材によって新規需要の開拓を進めるほか、高輝度製品や遮熱塗料など機能性塗料の受注拡大をは

かり、収益改善に努めてまいります。 

これにより、平成 22 年 3 月期の連結業績は売上高 112 億 70 百万円、営業利益１億 20 百万円、

経常利益１億 20 百万円、当期純利益 10 百万円と予想しております。 

 

（３）中期経営計画等の進捗状況  
   「無機有機ハイブリッド技術を応用した製品によるハードコート材市場の開拓」につきまして

は 2008 年 4 月から機能材料部を新設し、製品開発と市場開拓に取り組んでおります。 
加須工場リニュアル計画の課題の１つであった新危険物倉庫の建設につきましては、昨年秋に

完成・稼動しております。 
環境課題であるＶＯＣ削減や産業廃棄物の削減につきましても、関係部署が協力して具体的な

取り組みを進めてまいりました。 
また、業績を改善するため、全社をあげて経費節減、製品のコストダウンに取り組んでまいり

ましたが、販売価格の見直しにつきましては需要低迷と価格競争により、原材料高を吸収できて

おりません。 
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２．財政状態に関する分析 
 
（１）資産、負債、純資産の状況に関する分析 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて８億 52 百万円減少し、141

億 11 百万円となりました。この要因となった流動資産、固定資産の状況はつぎの通りです。 

流動資産は前連結会計年度末に比べて５億 64 百万円減少し、87 億 28 百万円となりました。 

これは主に現金及び預金が５億 22 百万円減少したことによるものです。 

固定資産は前連結会計年度末に比べて２億 88 百万円減少し、53 億 83 百万円となりました。 

これは主に貸倒引当金が 74 百万円減少したものの、投資有価証券と長期未収入金の合計で２億

50 百万円減少し、有形固定資産と無形固定資産がそれぞれ 76 百万円、37 百万円減少したこと

によるものです。 

 また、負債及び純資産の状況はつぎの通りです。 

動負債は前連結会計年度末に比べて２億 22 百万円減少し、40 億 95 百万円となりました。こ

れはその他（未成工事受入金）により１億３百万円増加したものの、地中障害物撤去費用引当

金、支払手形及び買掛金で合計３億 32 百万円減少したことによるものです。 

固定負債は前連結会計年度末に比べて１億 61 百万円減少し、11 億 32 百万円となりました。 

これは主にリース債務が 49 百万円増加したものの、長期借入金が２億 15 百万円減少したこと

によるものです。 

純資産は前連結会計年度末に比べて４億 69 百万円減少し、88 億 83 百万円となりました。こ 

れは利益剰余金２億 13 百万円の減少と評価・換算差額等合計２億 55 百万円の減少によるもの

です。 

 

（２） キャッシュ・フローの状況に関する分析         

   ① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、得られた資金は 83 百万円（前連結会計年度比１億 68 百万円減少）となりま

した。これは主に、減価償却費と未成工事受入金の増加及び投資有価証券評価損で資金が４億

72 百万円増加し、仕入債務と地中障害物撤去費用引当金の減少及び売上債権の増加によって

３億 76 百万円減少したことによるものです。 

② 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２億 80 百万円（ 同 94 百万円増加）となりました。これは

主に、有形固定資産の取得に２億 69 百万円支出したことによるものです。 

③ 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３億６百万円（ 同 ７百万円減少）となりました。これは、

主に長期借入金の返済で２億 12 百万円、配当金の支払で 84 百万円支出したことによるもので

す。 

これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末

に比べて５億 22 百万円減少し 21 億 89 百万円となりました。 

 

 

（３）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％）    64.5    67.0    62.6    62.5    63.0 

時価ベースの自己資本比率（％）   30.9   34.1   20.2   13.3    2.1 

ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ対有利子負債比率       2.2     11.3      2.3      5.2     13.2 

インタレスト･カバレッジ･レシオ    33.2    4.6   60.1    8.3    3.7 
  注  1. 自己資本比率             ：    自己資本／総資産   ×100 

        時価ベースの自己資本比率         ：    株式時価総額／総資産 ×100        

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：    有利子負債／キャッシュ・フロー 

       インタレスト・カバレッジ・レシオ ：    キャッシュ・フロー／利払い 

2.  各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  3. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

4.  キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

5.  有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。 

 

アトミクス株式会社（証券コード4625） 平成21年３月期　決算短信

4



 

 

        

３．利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

当社の配当政策は、将来に備えて経営基盤や財務体質を強化することによって、継続的で安定

的な配当を行うこと、また、利益の一部を内部留保資金とすることで将来の事業展開や研究開発、

設備投資など、戦略上必要な投資に備えることを基本方針としております。今後につきましては

株主の皆様への利益還元が重要課題であることを認識し、配当政策を検討して参ります。 
当期（平成 21 年 3 月期）および次期（平成 22 年 3 月期）の 1 株当たりの配当金につきまして

はそれぞれ 10 円を予定しております。 
                           

４．事業等のリスク 

  (1) 事業等の変動要因について 

     当社グループの経営成績は、設備投資や個人消費の動向及び政府・自治体の交通安全対策の

実施状況並びに石油系を主とする原材料価格や為替変動、株式市況等の影響を受ける可能性が

あります。 

    (2) 法的規制について 

      塗料販売事業では有機溶剤を取り扱っております関係から、環境関連の法律による規制強化      

    の進捗の影響を受ける可能性があります。 

    (3) 製品の安定供給について 

     当社グループが製造する塗料のうち、溶融型塗料は久喜、岡山、廊坊(中国河北省)の３ヶ所    

    で製造しております。久喜と岡山は補完能力を有しておりますが、その他塗料のほとんどを加

須工場で製造しているため、災害等が発生した場合は製品供給に影響が出る可能性があります。

これにつきましては、加須工場で製造する製品の一部を阿童木（無錫）塗料有限公司(中国江

蘇省)で製造し、輸入する取り組みを開始いたしました。 
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Ⅱ 企業集団の状況   

 

１．事業の内容 

当社グループ（当社及び当社の関係会社、以下同じ）は、当社及び国内子会社４社と海外子会社２

社より構成され、塗料販売事業と施工事業を行っております。    

塗料販売事業では道路用塗料、床・屋根・防水などの建築用塗料、家庭用塗料、コンクリート構造

物の保護・補修材、光触媒製品やハードコート材など機能性コーティング材の製造及び販売を行って

おります。このほか、道路用塗料施工機の製造販売、交通安全や生活環境インフラの維持管理に係る

ソフトウェアの開発と販売、ホームセンター向け物流業務を行っております。 

また、施工事業では当社グループで製造した製品を用いる工事を請負っております。 

 
当社グループについて事業系統図を示すと次の通りです。 

 
                 製品の製造販売、施工機械の販売及び工事請負 

            

 

家庭塗料と関連製品                              ※１ 

            の販売及び工事請負                     製品の販売 

               

                                                                      

                    

           物流委託    ※１ 

              物流委託                        物流委託 

                 

            保管･仕分･配送ｻｰﾋﾞｽ  

                                                                        ※１ 

              工事請負                        製品の販売 

 

                          

                                                            
事業所の賃貸 ※２                                                         

                     
 

                                                            ※１   

                                        施工機械の製造販売 

                                        

        

               

                 

製品及び施工機械の  （中国）         ※１  原材料及び製品販売                   

            製造販売、工事請負                     

                                          原材料販売 

            

                           

                       （中国）   製品の販売  ※１  原材料及び製品販売 

            製品の製造販売 

                               原材料及び製品販売 
     

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海
外
得
意
先  

  
 
 

        

国 

内 

得 

意 

先 

アトムサポート株式会社  

株式会社 アブス 

アトムテクノス株式会社

アトム機械サービス株式会社 

阿童木（廊坊）塗料有限公司 

阿童木（無錫）塗料有限公司

  
                  

当 
          

 
         

社 
 

西 川 不 動 産 株式会社 

(注) ※１ 連結子会社 

※２ その他の関係会社 
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２．関係会社の状況 

  名    称 住   所 資 本 金 
 

主要な事業の内容 

 

議決権の

所有割合

( 被 所 有

割合) 

 

関 係 内 容 

(業務上の取引) 

アトムサポート株式会社 東京都板橋区 ３億 80 万円
塗料販売事業 

施工事業 
100％ 

 

当社から塗料及び関連製

品を販売 

株式会社 アブス 
埼玉県南埼玉郡

菖蒲町 
30 百万円 塗料販売事業 100％ 

 

主にｱﾄﾑｻﾎﾟｰﾄ(株)から物

流業務を受託 

アトム機械サービス株式会社 東京都板橋区 25 百万円 塗料販売事業 100％ 

 

当社へ道路用塗料の施工

機械を販売 

アトムテクノス株式会社 
埼玉県北葛飾郡

松伏町 
50 百万円 施工事業 100％ 

 

当社から製品を販売 

阿童木（廊坊）塗料有限公司 中国 河北省 235 万米ﾄﾞﾙ
塗料販売事業 

施工事業 
100％ 

 

当社から原材料及び製

品、部品の販売、当社へ

原材料販売 

阿童木（無錫）塗料有限公司 中国 江蘇省 880 万米ﾄﾞﾙ

 

塗料販売事業 

 
100％ 

 

当社から原材料及び製品

の販売、当社及び阿童木

(廊坊)塗料有限公司へ製

品販売、当社へ原材料及

び製品の販売 

西川不動産株式会社 東京都千代田区 10 百万円   － (37％) 

 

当社及びｱﾄﾑﾃｸﾉｽ(株) へ

の事業所の賃貸 

 注 １．議決権の所有割合(被所有割合)は小数点以下を切り捨てて表示しております。 
２．阿童木（無錫）塗料有限公司の資本金を 930 万米ドルとすることについて現地当局の認可済で、残り 50 万ドルを当期中に増

資する予定です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アトミクス株式会社（証券コード4625） 平成21年３月期　決算短信

7



 

 

 

Ⅲ 経営方針 

 

１．会社の経営の基本方針  

当社グループは、塗料・コーティング材・道路の安全表示の領域において独創的な製品と関連

するサービスを提供することで「安全で快適な住環境・屋外環境」を実現し、生活者との信頼関

係を築くことを基本方針としております。具体的には、設備関連市場で床用・屋根用・防水用塗

料に、家庭用市場で家庭用塗料とホームケア商品に、交通安全施設市場では道路用塗料とその施

工機械に絞り込み、それぞれの分野でナンバーワン・オンリーワンとなる製品とサービスを提供

することを目指しております。 

    

２．目標とする経営指標     

第９次三ヵ年計画（2009 年３月期～2011 年３月期）で達成すべき営業利益を５億円とする。 

 

３．中長期的な会社の経営戦略  

粗利 50％企業を目指し、2014 年３月期までに必要な体制を構築する。 

第９次三ヵ年計画（2009 年３月期～2011 年３月期）はその準備とする。 

(1)営業、技術部門は組織の枠を超えて協力し、高付加価値製品の開発、ローコストの製品開発

に取り組み、開発する製品は粗利 50％以上を目指す。 

(2)資材調達から生産、在庫、配送、販売までの全ての段階でコストの削減に取組む。 

(3)2008 年４月から新設した機能材料部が開発販売する無機有機ハイブリッド製品の市場をハー

ドコート、耐熱、光学分野で開拓し道路、床・屋根・防水、家庭に次ぐ中核製品に育成する。 

(4)加須工場をリニュアルし、機能を改善・集約して生産性の向上とコストダウンをはかる。  

   

４．会社の対処すべき課題 

(1)利益の確保（経費・作業ロス・購買など利益要因の全てにわたり、利益創出を行なう。） 

   (2)市場ニーズの具体化（新製品・新工法・新規サービスの提案を行なう。） 

   (3) 適生産体制の再構築（現状分析と課題改善に取り組み、競争力のある生産体制とする。）

(4) 次期成長分野開拓プロジェクトの実施 

(5)社会的責任の履行（ＶＯＣ・ゼロエミッションの目標達成、その他法環境への対応。） 

 
５．その他、会社の経営上の重要な事項 

   社外監査役 石川伸吾氏は原材料の仕入取引の関係にあります楠本化成株式会社の取締役に就 
任しております。原材料の購入につきましては市場価格を勘案し、交渉のうえ一般的取引条件と 
同様に決定しております。また、社外監査役 上原左多男氏は当社の関係会社である西川不動産

株式会社の顧問税理士に就任しておりますが当社と特別な利害関係はありません。 
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Ⅳ 連結財務諸表

１ 連結財務諸表 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,712,080 2,189,955 

受取手形及び売掛金 4,640,082 4,657,062 

たな卸資産 1,907,543 － 

商品及び製品 － 1,046,244 

仕掛品 － 327,146 

原材料及び貯蔵品 － 504,263 

繰延税金資産 105,238 118,289 

その他 36,311 18,746 

貸倒引当金 △109,080 △133,702 

流動資産合計 9,292,176 8,728,005 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 4,133,112 4,260,347 

減価償却累計額 △3,048,213 △3,113,437 

建物及び構築物（純額） 1,084,898 1,146,909 

機械装置及び運搬具 3,222,570 3,225,460 

減価償却累計額 △2,564,821 △2,670,409 

機械装置及び運搬具（純額） 657,748 555,051 

土地 2,745,250 2,744,050 

その他 643,680 639,028 

減価償却累計額 △472,203 △501,681 

その他（純額） 171,477 137,346 

有形固定資産合計 4,659,374 4,583,358 

無形固定資産 211,096 173,183 

投資その他の資産 

投資有価証券 481,905 320,194 

繰延税金資産 137,540 126,776 

出資金 2,055 2,055 

その他 313,657 236,922 

貸倒引当金 △133,712 △59,242 

投資その他の資産合計 801,447 626,705 

固定資産合計 5,671,918 5,383,248 

資産合計 14,964,094 14,111,253 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,204,295 2,981,518 

短期借入金 412,844 412,844 

未払法人税等 29,880 20,855 

賞与引当金 131,075 125,661 

地中障害物撤去費用引当金 110,000 － 

その他 430,343 555,115 

流動負債合計 4,318,439 4,095,994 

固定負債 

長期借入金 903,344 688,161 

退職給付引当金 273,597 272,525 

役員退職慰労引当金 114,813 120,603 

その他 1,330 50,729 

固定負債合計 1,293,086 1,132,019 

負債合計 5,611,525 5,228,014 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,040,000 1,040,000 

資本剰余金 680,400 680,400 

利益剰余金 7,750,304 7,536,456 

自己株式 △379,981 △380,175 

株主資本合計 9,090,722 8,876,681 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 109,273 28,687 

為替換算調整勘定 152,573 △22,129 

評価・換算差額等合計 261,846 6,558 

純資産合計 9,352,569 8,883,239 

負債純資産合計 14,964,094 14,111,253 
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２ 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売上高 11,122,198 10,788,254

売上原価 7,788,130 7,628,070

売上総利益 3,334,067 3,160,184

販売費及び一般管理費

運賃 653,740 654,478

貸倒引当金繰入額 53,851 58,070

給料及び手当 1,002,321 985,100

退職給付費用 66,450 35,327

賞与引当金繰入額 67,266 64,977

減価償却費 93,424 116,242

その他 1,278,963 1,275,443

販売費及び一般管理費合計 ※1 3,216,018 ※1 3,189,640

営業利益又は営業損失（△） 118,049 △29,456

営業外収益

受取利息 1,675 1,215

受取配当金 6,530 7,830

為替差益 － 18,734

受取家賃 2,994 3,052

倒産防止共済解約手当金 2,330 －

その他 8,386 10,289

営業外収益合計 21,916 41,122

営業外費用

支払利息 30,168 20,834

為替差損 33,810 －

その他 5 4

営業外費用合計 63,983 20,839

経常利益又は経常損失（△） 75,981 △9,173

特別利益

固定資産売却益 ※2 310 ※2 54

特別利益合計 310 54

特別損失

固定資産売却損 ※3 － ※3 23

固定資産除却損 ※4 5,690 ※4 4,672

減損損失 ※5 － ※5 6,850

投資有価証券売却損 22,382 －

投資有価証券評価損 － 34,977

過年度役員退職慰労引当金繰入額 104,986 －

地中障害物撤去費用引当金繰入 110,000 －

厚生年金基金脱退特別掛金 134,166 －

役員退職慰労金 － 124

特別損失合計 377,225 46,648

税金等調整前当期純損失（△） △300,932 △55,767

法人税、住民税及び事業税 33,352 24,670

法人税等調整額 △37,171 48,979

法人税等合計 △3,819 73,650

当期純損失（△） △297,113 △129,418
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３ 連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,040,000 1,040,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,040,000 1,040,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 680,400 680,400

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 680,400 680,400

資本剰余金合計

前期末残高 680,400 680,400

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 680,400 680,400

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 260,000 260,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 260,000 260,000

その他利益剰余金

役員退職積立金

前期末残高 79,317 89,317

当期変動額

役員退職積立金の積立 10,000 －

役員退職積立金の取崩 － △89,317

当期変動額合計 10,000 △89,317

当期末残高 89,317 －

別途積立金

前期末残高 7,639,153 7,689,153

当期変動額

別途積立金の積立 50,000 －

別途積立金の取崩 － △300,000

当期変動額合計 50,000 △300,000

当期末残高 7,689,153 7,389,153

繰越利益剰余金

前期末残高 153,375 △288,166
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期変動額

剰余金の配当 △84,428 △84,428

役員退職積立金の積立 △10,000 －

役員退職積立金の取崩 － 89,317

別途積立金の積立 △50,000 －

別途積立金の取崩 － 300,000

当期純利益 △297,113 △129,418

当期変動額合計 △441,542 175,470

当期末残高 △288,166 △112,696

利益剰余金合計

前期末残高 8,131,846 7,750,304

当期変動額

剰余金の配当 △84,428 △84,428

当期純利益 △297,113 △129,418

当期変動額合計 △381,542 △213,847

当期末残高 7,750,304 7,536,456

自己株式

前期末残高 △379,981 △379,981

当期変動額

自己株式の取得 － △194

当期変動額合計 － △194

当期末残高 △379,981 △380,175

株主資本合計

前期末残高 9,472,264 9,090,722

当期変動額

剰余金の配当 △84,428 △84,428

当期純利益 △297,113 △129,418

自己株式の取得 － △194

当期変動額合計 △381,542 △214,041

当期末残高 9,090,722 8,876,681
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 147,951 109,273 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△38,678 △80,585 

当期変動額合計 △38,678 △80,585 

当期末残高 109,273 28,687 

為替換算調整勘定 

前期末残高 99,059 152,573 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

53,514 △174,702 

当期変動額合計 53,514 △174,702 

当期末残高 152,573 △22,129 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 247,011 261,846 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

14,835 △255,288 

当期変動額合計 14,835 △255,288 

当期末残高 261,846 6,558 

純資産合計 

前期末残高 9,719,275 9,352,569 

当期変動額 

剰余金の配当 △84,428 △84,428 

当期純利益 △297,113 △129,418 

自己株式の取得 － △194 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,835 △255,288 

当期変動額合計 △366,706 △469,328 

当期末残高 9,352,569 8,883,239 
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４ 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純損失（△） △300,932 △55,767 

減価償却費 315,261 334,307 

減損損失 － 6,850 

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,847 △5,414 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,527 △1,072 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 114,813 5,789 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 45,969 △48,250 

地中障害物撤去費用引当金増減（減少：△） 110,000 △110,000 

受取利息及び受取配当金 △8,205 △9,045 

支払利息 30,168 20,834 

為替差損益（△は益） 9,174 △3,081 

固定資産売却損益（△は益） △310 △31 

固定資産除却損 5,690 4,672 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 22,382 － 

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） － 34,977 

売上債権の増減額（△は増加） 267,692 △58,786 

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,187 6,301 

仕入債務の増減額（△は減少） 58,272 △207,504 

未成工事受入金の増減額（△は減少） － 103,073 

その他 △77,791 112,816 

小計 417,622 130,670 

利息及び配当金の受取額 8,191 9,045 

利息の支払額 △30,285 △22,758 

法人税等の支払額 △143,610 △33,630 

営業活動によるキャッシュ・フロー 251,918 83,326 

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 △5,068 △5,119 

投資有価証券の売却による収入 21,280 － 

有形固定資産の取得による支出 △152,804 △269,244 

有形固定資産の売却による収入 863 109 

無形固定資産の取得による支出 △43,473 △13,393 

貸付けによる支出 △5,000 － 

貸付金の回収による収入 － 5,000 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △2,020 1,733 

投資活動によるキャッシュ・フロー △186,222 △280,915 

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 200,000 200,000 

短期借入金の返済による支出 △200,000 △200,000 

長期借入金の返済による支出 △230,044 △212,844 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △8,935 

配当金の支払額 △84,224 △84,931 

自己株式の取得による支出 － △194 

財務活動によるキャッシュ・フロー △314,268 △306,905 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,159 △17,630 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △254,731 △522,125 

現金及び現金同等物の期首残高 2,966,811 2,712,080 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,712,080 ※1 2,189,955 
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