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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(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 ％

22年3月期第1四半期 1,027 6.7 19 ― 16 ― 24 ―

21年3月期第1四半期 962 ― △5 ― △7 ― △10 ―

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

22年3月期第1四半期 1.30 ―

21年3月期第1四半期 △0.56 ―

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

22年3月期第1四半期 5,426 1,933 35.6 103.44
21年3月期 5,516 1,900 34.5 101.71

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,933百万円 21年3月期  1,900百万円

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

2,050 △5.4 10 △71.7 3 △89.6 0 △100.0 0.00

通期 4,100 △11.7 50 △38.0 30 △56.8 20 △61.0 1.07
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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．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 19,167,715株 21年3月期  19,167,715株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  478,959株 21年3月期  476,794株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 18,689,697株 21年3月期第1四半期 18,693,876株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現在当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

－ 2 －



当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的金融危機の長期化により企業収益が圧迫され、雇
用環境が悪化し、引続き個人消費が低迷するなど厳しい状況となりました。 
当社関連業界におきましては、新設住宅着工戸数が前年を大幅に下回る水準で推移しており、企業間競

争の激化など、今後も厳しい状況が続くものと思われます。 
こうした状況の中、従来から継続している全社横断のコスト削減活動「シェイプアップ76」を強化し、

生産部門で製造原価低減をさらに推進し、営業・開発・管理部門でも徹底したコスト管理を行ってまいり
ました。また、フロントスリムトイレ「イーフィットクリン」の拡販等、売上増加に注力してまいりまし
た。 
その結果、当第１四半期会計期間の売上高は、1,027百万円と前年同四半期と比べ64百万円(6.7%)増加

いたしました。利益面につきましては、営業利益は、19百万円と前年同四半期と比べ25百万円の増加、経
常利益は、16百万円と前年同四半期と比べ24百万円の増加、当期純利益は、24百万円と前年同四半期と比
べ34百万円の増加となり、いずれも黒字化いたしました。 

  
  

 (資産) 
流動資産は、前事業年度末に比べて、99百万円減少して2,184百万円となりました。これは主とし

て、売掛金の減少144百万円とたな卸資産の増加30百万円によるものであります。 
固定資産は、前事業年度末に比べて、８百万円増加して3,241百万円となりました。これは主とし

て、投資有価証券11百万円の増加によるものであります。 
この結果、総資産は前事業年度末に比べて、90百万円減少して5,426百万円となりました。 

 (負債) 
流動負債は、前事業年度末に比べて、126百万円減少して1,754百万円となりました。これは主とし

て、支払手形及び買掛金の減少100百万円と賞与引当金の減少37百万円によるものであります。 
固定負債は、前事業年度末に比べて、４百万円増加して1,739百万円となりました。これは主とし

て、長期未払金の増加41百万円、長期借入金の増加29百万円と役員退職慰労引当金の減少60百万円に
よるものであります。 
この結果、負債合計は前事業年度末に比べて、122百万円減少して3,493百万円となりました。 

 (純資産) 
純資産は、前事業年度末に比べて、32百万円増加して1,933百万円となりました。これは主に利益

剰余金の増加24百万円と有価証券評価差額金の増加８百万円によるものであり、自己資本比率は
35.6%となりました。 

  

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ
23百万円増加し、366百万円となりました。 
 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期会計期間における営業活動による資金の増加は、27百万円となりました。これは主と
して、税引前四半期純利益25百万円、売上債権の減少123百万円、長期未払金の増加41百万円、減価
償却費40百万円による資金の増加と、仕入債務の減少100百万円、役員退職慰労引当金の減少60百万
円、賞与引当金の減少37百万円による資金の減少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) 
当第１四半期会計期間における投資活動による資金の減少は、34百万円となりました。これは主と

して、有形固定資産の取得によるものであります。 
 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期会計期間における財務活動による資金の増加は、29百万円となりました。これは主と
して、長期借入れによる収入100百万円の資金の増加と、長期借入金の返済70百万円による資金の減
少によるものであります。 

  
  

業績予想につきましては、平成21年５月14日発表の第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更あり
ません。 

  
  

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

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

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 業績予想に関する定性的情報

ジャニス工業㈱（5342）平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－ 3 －



1. 簡便な会計処理 
固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定して

おります。 
  

たな卸資産の評価方法 
当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実

地たな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、たな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

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

2. 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 
法人税等の算定方法 
当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 
  

該当事項はありません。 
  

  

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

(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
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 366,976 343,617

受取手形及び売掛金 1,204,827 1,328,041

製品 476,502 440,635

仕掛品 46,239 50,959

原材料及び貯蔵品 69,450 70,022

前渡金 3,051 34,282

前払費用 12,096 8,917

その他 7,233 9,088

貸倒引当金 △1,889 △2,060

流動資産合計 2,184,488 2,283,503

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 373,388 374,407

構築物（純額） 32,015 33,286

機械及び装置（純額） 355,019 367,855

車両運搬具（純額） 363 391

工具、器具及び備品（純額） 51,222 47,318

土地 2,102,238 2,102,238

建設仮勘定 28,180 18,531

有形固定資産合計 2,942,429 2,944,029

投資その他の資産   

投資有価証券 65,254 53,873

出資金 120 120

長期貸付金 － 114

差入保証金 39,305 39,737

投資不動産（純額） 175,482 175,568

その他 40,700 43,800

貸倒引当金 △21,500 △24,400

投資その他の資産合計 299,362 288,814

固定資産合計 3,241,792 3,232,843

資産合計 5,426,280 5,516,347
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 609,660 710,097

短期借入金 570,000 570,000

1年内返済予定の長期借入金 420,352 420,072

未払金 45,808 34,609

未払費用 31,633 37,645

未払法人税等 3,652 12,255

未払消費税等 9,394 19,974

前受金 4,079 4,079

預り金 16,481 3,946

設備関係支払手形 28,357 15,589

賞与引当金 14,673 52,209

流動負債合計 1,754,093 1,880,479

固定負債   

長期借入金 599,586 569,964

繰延税金負債 4,087 940

再評価に係る繰延税金負債 696,849 696,849

退職給付引当金 236,051 242,775

役員退職慰労引当金 － 60,661

長期未払金 41,410 －

長期預り保証金 161,061 163,683

固定負債合計 1,739,046 1,734,874

負債合計 3,493,139 3,615,354

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金   

資本準備金 250,000 250,000

その他資本剰余金 218,339 218,339

資本剰余金合計 468,339 468,339

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △540,429 △564,654

利益剰余金合計 △540,429 △564,654

自己株式 △34,686 △34,573

株主資本合計 893,223 869,111

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31,999 23,964

土地再評価差額金 1,007,917 1,007,917

評価・換算差額等合計 1,039,917 1,031,881

純資産合計 1,933,140 1,900,993

負債純資産合計 5,426,280 5,516,347
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 962,966 1,027,448

売上原価 753,527 781,847

売上総利益 209,439 245,600

販売費及び一般管理費 214,828 225,742

営業利益又は営業損失（△） △5,388 19,857

営業外収益   

受取利息 0 8

受取配当金 896 506

受取賃貸料 11,934 11,902

受取補償金 2,101 844

その他 1,220 233

営業外収益合計 16,152 13,494

営業外費用   

支払利息 10,821 9,677

売上割引 2,632 3,160

租税公課 2,523 2,416

その他 2,652 1,825

営業外費用合計 18,630 17,079

経常利益又は経常損失（△） △7,866 16,272

特別利益   

固定資産売却益 148 100

貸倒引当金戻入額 387 170

役員退職慰労引当金戻入額 － 12,100

その他 － 22

特別利益合計 536 12,393

特別損失   

固定資産除売却損 1,456 2,667

特別損失合計 1,456 2,667

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △8,786 25,998

法人税、住民税及び事業税 1,766 1,773

法人税等合計 1,766 1,773

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,553 24,224
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税引前四半期純損失
（△）

△8,786 25,998

減価償却費 44,699 40,271

貸倒引当金の増減額（△は減少） △387 △3,070

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,124 △37,536

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,714 △6,723

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,823 △60,661

受取利息及び受取配当金 △896 △515

受取賃貸料 △11,934 △11,902

支払利息 10,821 9,677

固定資産除売却損益（△は益） 1,308 2,567

長期未払金の増減額（△は減少） － 41,410

売上債権の増減額（△は増加） 186,376 123,213

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,918 △30,575

仕入債務の増減額（△は減少） △98,829 △100,436

その他 △57,375 40,141

小計 16,060 31,857

利息及び配当金の受取額 896 515

賃貸料の受取額 11,934 11,902

利息の支払額 △10,821 △9,629

法人税等の支払額 △7,040 △7,067

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,030 27,579

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △19,222 △34,044

有形固定資産の売却による収入 148 －

その他 150 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,923 △34,010

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △25,020 △70,098

自己株式の取得による支出 △151 △112

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,171 29,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,064 23,358

現金及び現金同等物の期首残高 325,536 343,617

現金及び現金同等物の四半期末残高 292,471 366,976
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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