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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 1,486 5.1 △71 ― △102 ― △79 ―
21年3月期第1四半期 1,414 ― △131 ― △120 ― △83 ―

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 △15.89 ―
21年3月期第1四半期 △16.80 ―

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 8,361 3,071 36.7 614.65
21年3月期 8,478 3,174 37.4 635.28

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,071百万円 21年3月期  3,174百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 12.00 12.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

3,144 6.5 △77 ― △99 ― △80 ― △16.01

通期 7,040 6.3 231 181.5 189 172.7 73 475.3 14.61

                       



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）  無  

(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、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) 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） 

(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 
（注） 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、当社が現在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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ
いては、３ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 5,000,000株 21年3月期  5,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,009株 21年3月期  3,009株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 4,996,991株 21年3月期第1四半期 4,996,991株

                       



 当第１四半期におけるわが国経済は、継続的な景気の悪化が輸出、生産の回復により下げ止まりの兆しを見せてお

りますが、依然として設備投資の減少、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷により景気は先行き不透明な状態で推移い

たしました。  

 当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましても、公共投資の前倒しに期待をいたしましたが、未だに

実感するに至らず、主要ゼネコンの土木工事受注動向も前年割れが続いており、厳しい状況にあります。 

 この様な状況下、当社グループは推進事業として活動しておりますシレドシステム、ＥＴＣレーンの速度抑制商品

などの高速道路関連商品が好調な実績に推移いたしました。今後もより一層の営業推進に努めてまいります。加え

て、レンタル営業の強化として環境にやさしいエコ商品の開発を行い、品揃えを多くし他社との差別化を図ってまい

ります。  

 この結果、通常の保安用品売上レンタルは厳しい状況ではありますが、当第１四半期の連結業績は、売上高1,486

百万円（対前年同期比5.1％増）、営業損失71百万円（前年同期は131百万円の損失）、経常損失102百万円（前年同

期は120百万円の損失）、四半期純損失79百万円（前年同期は83百万円の損失）となりました。  

   

  

 当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して116百万円減少し8,361百万円となりました。この主な

要因は、現金及び預金の増加198百万円、受取手形及び売掛金の減少395百万円、繰延税金資産の増加27百万円、商品

及び製品（たな卸資産）の増加28百万円、リース資産の増加20百万円によるものであります。 

 当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して13百万円減少し5,290百万円となりました。この主な

要因は、支払手形及び買掛金の減少64百万円、賞与引当金の減少28百万円、借入金総額の増加36百万円であります。

 当第１四半期末の純資産の部は、前連結会計年度末と比較して103百万円減少し3,071百万円となりました。この主

な要因は、当四半期純損失79百万円、配当金の支払59百万円、その他有価証券評価差額金の減少36百万円でありま

す。 

 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） 

 営業活動の結果、得られた資金は219百万円となりました。 

 この内訳の主なものは、収入では売上債権の減少395百万円、支出では税金等調整前四半期純損失100百万円、

たな卸資産の増加額30百万円、仕入債務の減少額64百万円であります。 

 （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9百万円となりました。 

 この内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出6百万円、貸付けによる支出5百万円であります。 

 （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11百万円となりました。 

 この内訳の主なものは、借入金の増加36百万円と配当金の支払48百万円であります。 

  

 当第１四半期連結会計期間の業績は概ね当初予想どおり推移しており、当第２四半期連結累計期間及び通期の業績

につきましても、現時点において、平成21年５月８日に公表いたしました業績予想の変更はありません。 

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

３．連結業績予想に関する定性的情報

                       



  

  該当事項はありません。 

  

①  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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等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１四半期連結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、前連結会計年度末の実地棚卸

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。 

③  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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

④  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ては、前連結会計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ので、前連結会計年度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っております。 

  

  該当事項はありません。 

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

                       



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,734,164 2,536,093

受取手形及び売掛金 1,650,368 2,046,334

商品及び製品 780,426 752,164

原材料 143,039 140,466

繰延税金資産 82,184 54,405

その他 86,293 89,684

貸倒引当金 △17,800 △22,000

流動資産合計 5,458,677 5,597,148

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 650,272 660,945

レンタル資産（純額） 97,743 102,574

土地 1,287,446 1,287,446

リース資産（純額） 231,826 211,506

その他（純額） 28,711 25,409

有形固定資産合計 2,295,999 2,287,881

無形固定資産 17,068 17,916

投資その他の資産   

投資有価証券 416,438 404,062

その他 213,200 213,969

貸倒引当金 △39,559 △42,443

投資その他の資産合計 590,080 575,589

固定資産合計 2,903,148 2,881,387

資産合計 8,361,825 8,478,535

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 706,257 770,936

短期借入金 1,777,500 1,696,000

1年内返済予定の長期借入金 920,000 935,000

リース債務 49,890 51,311

未払法人税等 9,019 15,732

賞与引当金 39,062 67,294

その他 182,376 139,537

流動負債合計 3,684,106 3,675,811

固定負債   

長期借入金 1,085,000 1,115,000

リース債務 183,229 165,362

長期未払金 72,199 86,518

                       



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

再評価に係る繰延税金負債 126,530 126,530

退職給付引当金 139,059 134,107

その他 295 720

固定負債合計 1,606,314 1,628,239

負債合計 5,290,421 5,304,051

純資産の部   

株主資本   

資本金 886,000 886,000

資本剰余金 968,090 968,090

利益剰余金 2,545,692 2,685,043

自己株式 △828 △828

株主資本合計 4,398,953 4,538,304

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43,545 △79,815

土地再評価差額金 △1,284,003 △1,284,003

評価・換算差額等合計 △1,327,549 △1,363,819

純資産合計 3,071,404 3,174,484

負債純資産合計 8,361,825 8,478,535

                       



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 1,414,285 1,486,585

売上原価 784,615 773,942

売上総利益 629,669 712,642

販売費及び一般管理費 761,540 784,148

営業損失（△） △131,870 △71,505

営業外収益   

受取利息 1,931 1,765

受取配当金 1,237 1,307

投資有価証券評価益 19,305 －

受取保険金 － 4,027

その他 6,013 3,200

営業外収益合計 28,487 10,300

営業外費用   

支払利息 14,548 15,764

投資有価証券評価損 － 23,894

その他 2,174 1,576

営業外費用合計 16,722 41,235

経常損失（△） △120,105 △102,439

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,218 3,888

特別利益合計 3,218 3,888

特別損失   

固定資産除却損 5,467 1,166

会員権売却損 900 －

減損損失 － 693

特別損失合計 6,367 1,860

税金等調整前四半期純損失（△） △123,254 △100,410

法人税、住民税及び事業税 8,769 6,755

法人税等調整額 △48,058 △27,779

法人税等合計 △39,289 △21,024

四半期純損失（△） △83,965 △79,386

                       



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △123,254 △100,410

減価償却費 27,420 39,453

減損損失 － 693

投資有価証券評価損益（△は益） △19,305 23,894

固定資産除却損 5,467 1,166

会員権売却損益（△は益） 900 －

レンタル資産取得による支出 △3,082 △24,729

受取利息及び受取配当金 △3,393 △3,073

支払利息 14,548 15,764

売上債権の増減額（△は増加） 451,713 395,965

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,633 △30,835

仕入債務の増減額（△は減少） △150,573 △64,679

その他 △13,194 △8,327

小計 111,611 244,882

利息及び配当金の受取額 3,166 3,064

利息の支払額 △8,850 △11,453

法人税等の支払額 △123,044 △16,579

営業活動によるキャッシュ・フロー △17,116 219,912

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 △126 △6,558

貸付けによる支出 △500 △5,000

貸付金の回収による収入 494 737

その他の支出 △2,573 △594

その他の収入 1,055 1,433

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,650 △9,981

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 131,500 81,500

長期借入金の返済による支出 △45,000 △45,000

配当金の支払額 △45,486 △48,360

財務活動によるキャッシュ・フロー 41,013 △11,860

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,246 198,070

現金及び現金同等物の期首残高 2,693,022 2,536,093

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,715,268 2,734,164

                       



 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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