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1.  平成21年9月期第3四半期の業績（平成20年9月21日～平成21年6月20日） 

（注）１．20年９月期第３四半期は、連結での「四半期財務・業務の概況」を作成しており、非連結での数値は公表していないため、20年９月期第３四半期の
数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 
なお、参考資料として、（要約）四半期連結損益計算書及び（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書を11ページ以降の【「参考資料」前年同四半期に係
る財務諸表等】に記載しております。 
２．21年９月期第３四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3四半期 8,641 ― 693 ― 701 ― 335 ―

20年9月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 134.88 ―

20年9月期第3四半期 ― ―

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3四半期 12,619 9,093 72.1 3,653.56
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3四半期  9,093百万円 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3四半期 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3四半期  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3四半期 2,488,868株 20年9月期第3四半期 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３四半期累計期間における世界経済は、米国発の金融危機が、一時は最悪の状態にまで達し、底割れが懸念さ

れましたが、各国政府の財政政策、金融安定化策が奏功し、現在では最悪の状態を脱し、小康状態を保っているもの

と思われます。

　我が国経済におきましても、企業の急激な在庫調整が進みましたが、ここにきてようやく生産や輸出も下げ止まり、

景気が底打ちしたとの一部明るい指標も出てまいりました。しかし、雇用情勢の悪化による個人消費の低迷が今後の

景気回復の足枷になる可能性が残っており、楽観できないものと思われます。

　当社の主事業である環境資材事業を取り巻く環境は、引き続き公共工事は減少し、加えて低価格競争という厳しい

状況が続きました。また産業資材事業では、主な需要先である自動車産業には一部回復の兆しも現れておりますが、

依然としてＩＴ産業を取り巻く環境は厳しく、先行きも不透明であることから、一部の固定資産について減損処理を

行わざるを得ない状況となりました。

　当社ではこのような環境のなか、営業面においては、当社の得意とする提案型・問題解決型の営業による新規案件

の発掘、また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、コスト・パフォーマンスに優位性のある

改良型新製品の販売、また適正価格の維持、さらに経費削減活動により利益確保に努めてまいりました。

　この結果、当第３四半期累計期間の売上高は8,641百万円となりました。利益面におきましては、営業利益は693百

万円、経常利益は701百万円、違約金収入50百万円、産業資材事業の一部の固定資産についての減損損失77百万円等に

より四半期純利益は335百万円となりました。

　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7,620百万円となりました。

（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製品の需要の回復は見られず、売上高は1,020百万円となりま

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３四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8百万円（前事業年度末比0.1％）増加し、

12,619百万円となりました。これは主に、現金及び預金が197百万円、受取手形及び売掛金が54百万円、投資有価証券

が125百万円それぞれ増加したものの、たな卸資産が170百万円、有形固定資産が188百万円それぞれ減少したことによ

るものであります。

②負債

　当第３四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269百万円（前事業年度末比7.1％）減少し、

3,526百万円となりました。これは主に、未払金が63百万円、設備関係支払手形が135百万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３四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277百万円（前事業年度末比3.1％）増加

し、9,093百万円となりました。これは主に、利益剰余金が279百万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３四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27百万円（前事業年度末比

1.6％）増加し、1,703百万円となりました。

　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、797百万円となりました。これは、税引前四半期純利益664百万

円、減価償却費321百万円、減損損失77百万円、たな卸資産の減少額170百万円等の収入と、売上債権の増加額54百万

円、法人税等の支払額351百万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、689百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入480百

万円等の収入と、定期預金の預入による支出650百万円、有形固定資産の取得による支出370百万円、投資有価証券の

取得による支出142百万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、78百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出22百

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

　当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期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定する方法によっております。

　また、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に著しい変化がなく、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・プランニングを利用する方法により算定しております。なお、前事業年度以降に経営環境等

に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方

法によっております。

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３四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17,756千円減少して

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３四半期会計期間末 
(平成21年６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 2,503,746 2,306,124

受取手形及び売掛金 4,305,920 4,251,695

商品及び製品 1,041,475 1,141,247

仕掛品 171,189 193,812

原材料及び貯蔵品 410,475 458,612

繰延税金資産 211,050 216,201

その他 48,961 50,720

貸倒引当金 △20,472 △9,205

流動資産合計 8,672,348 8,609,208

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,553,799 2,423,071

減価償却累計額 △1,455,775 △1,392,337

建物（純額） 1,098,024 1,030,733

構築物 212,721 207,577

減価償却累計額 △161,434 △154,111

構築物（純額） 51,287 53,465

機械及び装置 2,023,917 2,062,424

減価償却累計額 △1,595,209 △1,502,814

機械及び装置（純額） 428,708 559,610

車両運搬具 26,542 29,162

減価償却累計額 △22,160 △22,359

車両運搬具（純額） 4,382 6,802

工具、器具及び備品 737,351 678,616

減価償却累計額 △598,295 △513,806

工具、器具及び備品（純額） 139,056 164,809

土地 1,451,310 1,436,310

建設仮勘定 3,327 113,225

有形固定資産合計 3,176,097 3,364,958

無形固定資産   

ソフトウエア 83,051 85,786

その他 15,270 15,952

無形固定資産合計 98,322 101,738

投資その他の資産   

投資有価証券 191,635 65,934

繰延税金資産 348,695 329,784

その他 195,167 166,070

貸倒引当金 △62,405 △26,156

投資その他の資産合計 673,093 535,633

固定資産合計 3,947,512 4,002,330

資産合計 12,619,860 12,611,539
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６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 1,858,253 1,876,710

1年内返済予定の長期借入金 20,000 32,500

未払金 307,156 370,483

未払法人税等 142,298 153,691

賞与引当金 293,033 284,340

設備関係支払手形 31,053 167,053

その他 88,676 85,089

流動負債合計 2,740,472 2,969,870

固定負債   

長期借入金 － 10,000

役員退職慰労引当金 607,129 649,283

退職給付引当金 179,076 166,652

固定負債合計 786,206 825,935

負債合計 3,526,678 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 7,084,549 6,804,844

自己株式 △34 －

株主資本合計 9,091,987 8,812,316

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,194 3,416

評価・換算差額等合計 1,194 3,416

純資産合計 9,093,181 8,815,732

負債純資産合計 12,619,860 12,611,539
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年６月20日) 

売上高 8,641,665

売上原価 5,330,162

売上総利益 3,311,502

販売費及び一般管理費 2,618,195

営業利益 693,307

営業外収益  

受取利息 5,081

受取配当金 782

その他 5,159

営業外収益合計 11,022

営業外費用  

支払利息 150

為替差損 2,214

その他 332

営業外費用合計 2,697

経常利益 701,632

特別利益  

違約金収入 50,000

その他 2,949

特別利益合計 52,949

特別損失  

固定資産売却損 1,533

固定資産除却損 9,476

減損損失 77,153

その他 2,082

特別損失合計 90,247

税引前四半期純利益 664,335

法人税、住民税及び事業税 340,881

法人税等調整額 △12,250

法人税等合計 328,630

四半期純利益 335,704
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年６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 664,335

減価償却費 321,605

長期前払費用償却額 960

減損損失 77,153

貸倒引当金の増減額（△は減少） 47,515

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,154

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,424

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,692

受取利息及び受取配当金 △5,863

支払利息 150

為替差損益（△は益） 2,000

違約金収入 △50,000

有形固定資産売却損益（△は益） 1,533

有形固定資産除却損 9,476

投資有価証券売却損益（△は益） △237

投資有価証券評価損益（△は益） 999

売上債権の増減額（△は増加） △54,224

たな卸資産の増減額（△は増加） 170,530

仕入債務の増減額（△は減少） △18,457

その他 △51,455

小計 1,094,986

利息及び配当金の受取額 4,354

利息の支払額 △162

違約金の受取額 50,000

法人税等の支払額 △351,323

営業活動によるキャッシュ・フロー 797,855

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 △650,000

定期預金の払戻による収入 480,000

有形固定資産の取得による支出 △370,182

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 △22,511

投資有価証券の取得による支出 △142,711

投資有価証券の売却による収入 12,517

保険積立金の積立による支出 △1,934

貸付金の回収による収入 4,650

その他 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △689,924

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 △22,500

自己株式の取得による支出 △34

配当金の支払額 △55,772

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,306

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,000
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年６月20日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 27,622

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 1,703,746
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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等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　前第３四半期においては、個別財務諸表は作成していないため、参考資料として、（要約）四半期連結損益

計算書を記載しております。

科目

前年同四半期
（平成20年９月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 9,037,100

Ⅱ　売上原価 5,598,744

売上総利益 3,438,355

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,695,087

営業利益 743,268

Ⅳ　営業外収益  

１. 受取利息 4,821

２．受取配当金 718

３．その他 7,264

営業外収益合計 12,803

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 1,975

２．クレーム補償費 4,000

３．その他 869

営業外費用合計 6,844

経常利益 749,227

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 773

２．過年度損益修正益 22,888

特別利益合計 23,662

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 2,769

２. 過年度損益修正損 11,924

特別損失合計 14,694

税金等調整前四半期純利益 758,195

税金費用 345,363

四半期純利益 412,832
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　前第３四半期においては、個別財務諸表は作成していないため、参考資料として（要約）四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書を記載しております。

前年同四半期
（平成20年９月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 758,195

減価償却費 305,500

長期前払費用償却費 1,097

貸倒引当金の増加額 25,795

役員退職慰労引当金の増加額 2,350

退職給付引当金の増加額　 8,931

賞与引当金の増加額 11,578

受取利息及び受取配当金　 △5,539

支払利息 1,975

為替差損益 △698

有形固定資産売却益 △773

有形固定資産除却損 2,769

売上債権の減少額 36,437

たな卸資産の増加額 △70,111

仕入債務の減少額 △23,217

その他　 △152,157

小計 902,135

利息及び配当金の受取額 4,416

利息の支払額 △1,848

法人税等の支払額 △517,293

営業活動によるキャッシュ・フロー 387,409
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前年同四半期
（平成20年９月期
第３四半期）

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 △200,000

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　 △273,632

有形固定資産の売却による収入　 1,417

無形固定資産の取得による支出　 △40,041

投資有価証券の取得による支出 △4,622

保険積立による支出　 △2,005

貸付金の回収による収入　 3,950

貸付けによる支出　 △15,700

投資活動によるキャッシュ・フロー △480,634

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金増加額 20,000

長期借入金の返済による支出　 △22,500

配当金の支払額　　 △36,874

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,374

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 698

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △131,901

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四半期末残高 1,721,103
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