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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 718 △13.5 △79 ― △91 ― △115 ―
21年3月期第1四半期 830 △20.0 △127 ― △132 ― △158 ―

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 △28.88 ―
21年3月期第1四半期 △39.72 ―

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 5,406 768 14.2 192.18
21年3月期 5,607 866 15.5 216.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  768百万円 21年3月期  866百万円

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 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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

1,777 △3.3 △67 ― △69 ― △74 ― △18.51

通期 3,927 △0.6 63 ― 60 ― 50 ― 12.50



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  無  

(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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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 
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、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、実際の業績等は今後
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年3月期第1四半期 4,022,774株 21年3月期  4,022,774株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  24,467株 21年3月期  24,267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 3,998,407株 21年3月期第1四半期 3,999,357株



 当第１四半期における国内経済は、一部で生産や株価回復の兆しが見られましたが、昨年からの世界的な金融危機

による影響は根強く、企業収益や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等、引き続き厳しい状況で推移しております。 

 当社グループの主力市場でありますオフィス・商業用のビル建築業界は、経済環境を背景とした民間企業の設備投

資意欲の減退から、ビル建築の中止・延期等が多く見られ、ビル内外に付帯するサイン需要は低迷を続けており、極

めて厳しい事業環境にて推移しております。 

 このような状況の中、当社グループは、営業活動において売上高の大半を占める主要得意先売上高の維持拡大と、

重点得意先における当社シェアの拡大によって目標売上高の確保を図る一方、製造活動・一般管理活動において外注

の内製化促進、ワークシェアの積極推進、人件費を始めとする諸経費の削減を最大限実行しました。 

 その結果、売上高は当初目標に及ばず７億18百万円（対前年度比13.5％減）となりました。 

 利益面では製造コストや販売費および一般管理費の削減に努めておりますが、売上高の減少分を補うことが出来

ず、営業損失79百万円、経常損失91百万円、四半期純損失１億15百万円となりました。  

  

 当第１四半期における総資産は、5,406百万円となり、前連結会計年度末比200百万円の減少となりました。この主

な要因は売上債権が313百万円減少したことによるものであります。 

 なお、純資産は768百万円となり、自己資本比率は14.2％と前連結会計年度末に比べ1.2％悪化しております。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は96百万円となり、前第１四半期連結会計期間に比

べ140百万円減少しました。この主な要因は売上債権の減少額が前第１四半期連結会計期間に比べ66百万円減少

したこと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１四半期連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は56百万円となり、前第１四半期連結会計期間に比

べ78百万円減少しました。この主な要因は有形固定資産の取得による支出額が前第１四半期連結会計期間に比べ

88百万円減少したこと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１四半期連結会計期間の財務活動の結果得られた資金は95百万円となりました（前第１四半期連結会計期

間は93百万円の支出）。この主な要因は有利子負債の増加額が前第１四半期連結会計期間に比べ173百万円増加

したことによるものであります。 

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の業績予想の数値から変更はございません。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。 

 これにより、売上高は20,775千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ

8,291千円減少しております。 

   

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

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 344,604 208,114

受取手形及び売掛金 984,224 1,297,517

商品及び製品 60,684 66,610

仕掛品 19,975 50,922

原材料及び貯蔵品 85,691 88,255

その他 122,874 98,568

貸倒引当金 △9,204 △5,897

流動資産合計 1,608,851 1,804,091

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 924,598 933,008

土地 1,422,080 1,422,080

その他（純額） 546,163 569,414

有形固定資産合計 2,892,841 2,924,503

無形固定資産 23,143 24,126

投資その他の資産   

投資有価証券 245,666 229,826

投資不動産（純額） 485,809 489,095

その他 189,672 175,147

貸倒引当金 △39,476 △39,387

投資その他の資産合計 881,672 854,681

固定資産合計 3,797,657 3,803,312

資産合計 5,406,508 5,607,403

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 653,213 788,808

短期借入金 1,905,011 1,868,284

未払法人税等 5,357 7,989

賞与引当金 31,065 44,300

その他 125,329 178,923

流動負債合計 2,719,976 2,888,306

固定負債   

長期借入金 1,461,991 1,402,672

退職給付引当金 99,396 99,533

役員退職慰労引当金 332,130 329,077

その他 24,606 21,183

固定負債合計 1,918,124 1,852,465

負債合計 4,638,100 4,740,772



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 944,637 944,637

資本剰余金 264,930 264,930

利益剰余金 △444,266 △328,805

自己株式 △8,112 △8,086

株主資本合計 757,189 872,675

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,218 △6,044

評価・換算差額等合計 11,218 △6,044

純資産合計 768,407 866,631

負債純資産合計 5,406,508 5,607,403



（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 830,347 718,246

売上原価 599,453 541,378

売上総利益 230,894 176,868

販売費及び一般管理費 358,314 256,832

営業損失（△） △127,420 △79,964

営業外収益   

受取利息 2,742 563

受取配当金 2,588 2,053

受取地代家賃 507 8,007

その他 2,382 888

営業外収益合計 8,220 11,513

営業外費用   

支払利息 13,387 13,066

その他 406 9,598

営業外費用合計 13,793 22,664

経常損失（△） △132,994 △91,115

特別利益   

固定資産売却益 2,210 －

賞与引当金戻入額 － 19,449

償却債権取立益 438 747

特別利益合計 2,649 20,196

特別損失   

固定資産除却損 － 61

固定資産売却損 6,028 －

特別損失合計 6,028 61

税金等調整前四半期純損失（△） △136,372 △70,980

法人税、住民税及び事業税 3,945 2,205

法人税等調整額 18,546 23,845

過年度法人税等 － 18,429

法人税等合計 22,492 44,480

四半期純損失（△） △158,865 △115,460



（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（△） △136,372 △70,980

減価償却費 34,503 36,451

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,182 3,395

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,052 △13,234

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,725 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △62,296 △136

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,578 3,052

受取利息及び受取配当金 △5,330 △2,617

支払利息 13,387 13,066

有形固定資産売却損益（△は益） 3,817 －

有形固定資産除却損 － 61

売上債権の増減額（△は増加） 379,388 313,293

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,929 39,436

仕入債務の増減額（△は減少） △122,883 △135,595

その他の資産の増減額（△は増加） △34,553 △64,456

その他の負債の増減額（△は減少） 116,614 9,241

小計 252,742 130,977

利息及び配当金の受取額 4,636 2,617

利息の支払額 △15,098 △15,360

法人税等の支払額 △5,051 △21,373

営業活動によるキャッシュ・フロー 237,229 96,861

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 △236,000 －

定期預金の払戻による収入 241,000 －

有形固定資産の取得による支出 △130,448 △41,777

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △13,250 △15,374

貸付金の回収による収入 4,248 939

投資活動によるキャッシュ・フロー △134,450 △56,212

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） △250,738 36,727

長期借入れによる収入 458,400 370,000

長期借入金の返済による支出 △284,648 △310,681

長期未払金の返済による支出 △1,733 －

自己株式の取得による支出 △30 △25

配当金の支払額 △14,473 △178

財務活動によるキャッシュ・フロー △93,222 95,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,555 136,490

現金及び現金同等物の期首残高 139,887 114,114

現金及び現金同等物の四半期末残高 149,442 250,604



 該当事項はありません。 

  

 サイン製品事業の売上高及び営業利益の金額が、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

 海外売上高がないため、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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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