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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 17,212 △29.5 △293 ― △344 ― △169 ―
21年3月期第1四半期 24,430 ― △224 ― △276 ― △250 ―

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 △6.36 ―
21年3月期第1四半期 △9.43 ―

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 37,463 5,334 13.4 189.03
21年3月期 41,581 5,524 12.5 195.96

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  5,025百万円 21年3月期  5,209百万円

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 ― 3.00 3.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

0.00 ― 3.00 3.00

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

46,500 △13.8 260 △45.9 150 △59.5 70 △32.4 2.63

通期 98,000 △3.4 880 12.8 600 11.2 300 ― 11.28
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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.その他をご覧下さい。 

(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） 

(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。 

(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 
平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想は修正しておりません。 
上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
なお、上記の業績予想に関する事項は添付資料の４ページをご参照下さい。 

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 26,628,000株 21年3月期 26,628,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 41,703株 21年3月期 41,703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 26,586,297株 21年3月期第1四半期 26,591,423株
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 当第１四半期におけるわが国経済は、製造業の一部で在庫調整が進み、資金繰りの好転などが見られましたが、設

備投資や雇用情勢は回復の兆しが見えず、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような環境の中、当社グループでは積極的な営業活動に努めるとともに、当期より新中期経営計画『Ｊｕｍｐ

Ｕｐ ＮＡＲＡＳＡＫＩ Ⅱ(セカンドステージ)』（平成21年４月１日～平成24年３月31日）をスタートさせ、コア

ビジネスの更なる深堀りと周辺ビジネスの開拓及び拡大に取り組んでおります。 

 『Ｊｕｍｐ Ｕｐ ＮＡＲＡＳＡＫＩ Ⅱ(セカンドステージ)』の基本方針は次のとおりであります。 

  (1) コアビジネスの強化と経営資源の効率配分による収益力の向上 

  (2) 新規事業への積極的な取り組み（アグリビジネス・新エネルギーなど） 

  (3) 競争力確保に向けてのコスト構造の見直し 

  (4) グループとしての総合力発揮 

  (5) 財務基盤と内部体制の充実 

 以上の結果、当第１四半期の連結業績は、売上高は172億12百万円（前年同期比29.5％減）、営業損失は２億93百

万円（前年同期比69百万円の悪化）、経常損失は３億44百万円（前年同期比67百万円の悪化）、四半期純損失は１億

69百万円（前年同期比81百万円の改善）となりました。 

 なお、当社の連結業績は官公庁向け及び一般民需物件ともに第２四半期、第４四半期に売上が集中するため、四半

期別の業績には季節的変動があり、第１四半期の利益は低水準になる傾向があります。  

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

（機械・設備関連事業） 

 電気機械事業では、自動車・家電・半導体設備事業等の輸出関連企業向けの電気設備機器が輸出の低迷等により低

調に推移しました。 

 農業施設事業においては北海道地区で小麦貯蔵サイロを、また、産業機械事業においては本州地区で大型の食品プ

ラントを受注するなど好調に推移しました。 

 以上の結果、売上高は44億77百万円（前年同期比32.8％減）、営業利益は44百万円（同127.2％増）となりまし

た。 

（資材・燃料関連事業） 

 建材事業においては、土木関連は補正予算の経済効果等もあり対前年比で堅調に推移しましたが、建築関連は民間

の建設工事が低迷し苦戦しました。 

 燃料事業は、原油価格が上昇傾向で推移したことによりガソリンの販売数量は前年に比べ減少しましたが、４～５

月にかけて北海道地区で気温の低い状況が続き、灯油の販売は好調に推移しました。 

 以上の結果、売上高は91億46百万円（前年同期比29.4％減）、営業利益は78百万円（同72.1％増）となりました。

（海運関連事業） 

 海運関連事業のナラサキスタックス㈱においては、大型原料船や大型飼料船の取り扱いは順調であったものの、各

メーカーの減産による影響を受け、全般的に荷動きが低調に推移しました。 

 以上の結果、売上高は35億88百万円（前年同期比25.6％減）、営業損失は11百万円（前年同期比１億47百万円の悪

化）となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は374億63百万円となり、前連結会計年度末に比べて41億18百万円の減少と

なりました。 

 流動資産は、受取手形及び売掛金の減少41億40百万円等により、前連結会計年度末比40億24百万円減少の229億72

百万円となりました。 

 固定資産は、前連結会計年度末比94百万円減少の144億90百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は321億28百万円となり、前連結会計年度末に比べて39億28百万円の減少とな

りました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金の減少27億71百万円、借入金（短期借入金、１年内返済予定の長期借入金）の減

少14億円等により、前連結会計年度末比41億15百万円減少の244億99百万円となりました。 

 固定負債は、長期借入金の増加２億75百万円等により、前連結会計年度末比１億86百万円増加の76億28百万円とな

りました。 

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

ナラサキ産業㈱（8085）平成22年3月期　第1四半期決算短信

－3－



 当第１四半期連結会計期間末の純資産は53億34百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億90百万円の減少とな

りました。これは四半期純損失を計上したこと等による利益剰余金の減少２億48百万円、その他有価証券評価差額金

の増加65百万円によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ２億40百万円減少し53億24

百万円となりました。 

  各キャッシュ・フローの状況と主な要因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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、６億51百万円の収入となりました。主な収入項目は、売上債権の減少額41

億40百万円、減価償却費１億５百万円であり、主な支出項目は、仕入債務の減少額27億71百万円、税金等調整前四半

期純損失３億11百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、３億11百万円の収入となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による収入３億16百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、12億４百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の純減少額12

億円であります。 

  

連結業績予想（第２四半期連結累計期間及び通期）につきましては、平成21年５月15日発表時からの変更はございま

せん。   

  

該当事項はありません。  

  

  

（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、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。繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

  

（工事契約に関する会計基準の適用）  

 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３億11百万円増加し、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

72百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 5,354 5,588

受取手形及び売掛金 14,661 18,801

商品及び製品 562 569

原材料及び貯蔵品 24 16

その他 2,598 2,270

貸倒引当金 △227 △249

流動資産合計 22,972 26,997

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,951 6,951

その他（純額） 3,502 3,594

有形固定資産合計 10,454 10,546

無形固定資産   

その他 74 77

無形固定資産合計 74 77

投資その他の資産   

その他 4,695 4,689

貸倒引当金 △734 △728

投資その他の資産合計 3,961 3,960

固定資産合計 14,490 14,584

資産合計 37,463 41,581
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,838 17,609

短期借入金 4,780 5,980

1年内返済予定の長期借入金 2,827 3,027

未払法人税等 17 117

賞与引当金 74 267

その他 1,962 1,613

流動負債合計 24,499 28,614

固定負債   

社債 200 200

長期借入金 5,316 5,041

退職給付引当金 529 546

役員退職慰労引当金 159 207

特別修繕引当金 48 43

その他 1,374 1,402

固定負債合計 7,628 7,442

負債合計 32,128 36,056

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,354 2,354

資本剰余金 1,288 1,288

利益剰余金 1,401 1,650

自己株式 △7 △7

株主資本合計 5,037 5,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11 △76

繰延ヘッジ損益 △0 0

評価・換算差額等合計 △11 △76

少数株主持分 309 315

純資産合計 5,334 5,524

負債純資産合計 37,463 41,581
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 24,430 17,212

売上原価 22,521 15,737

売上総利益 1,909 1,474

販売費及び一般管理費 2,133 1,768

営業損失（△） △224 △293

営業外収益   

受取利息 7 4

受取配当金 13 11

受取賃貸料 31 20

持分法による投資利益 2 1

その他 7 13

営業外収益合計 62 51

営業外費用   

支払利息 76 70

その他 38 31

営業外費用合計 115 102

経常損失（△） △276 △344

特別利益   

固定資産売却益 4 21

貸倒引当金戻入額 11 11

その他 0 －

特別利益合計 15 33

特別損失   

固定資産処分損 1 －

その他 0 －

特別損失合計 1 －

税金等調整前四半期純損失（△） △261 △311

法人税、住民税及び事業税 42 8

法人税等還付税額 － △22

法人税等調整額 △53 △125

法人税等合計 △11 △139

少数株主損失（△） △0 △2

四半期純損失（△） △250 △169
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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（△） △261 △311

減価償却費 217 105

長期前払費用償却額 14 7

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39 △16

賞与引当金の増減額（△は減少） △217 △192

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27 △17

その他の引当金の増減額（△は減少） △58 △42

受取利息及び受取配当金 △20 △16

支払利息 76 70

持分法による投資損益（△は益） △2 △1

固定資産処分損益（△は益） △3 △21

売上債権の増減額（△は増加） 3,348 4,140

たな卸資産の増減額（△は増加） △132 △0

仕入債務の増減額（△は減少） △2,401 △2,771

その他 302 △147

小計 849 783

利息及び配当金の受取額 22 17

利息の支払額 △85 △71

法人税等の支払額 △272 △78

営業活動によるキャッシュ・フロー 514 651

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 △225 △36

有形固定資産の売却による収入 52 27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 316

貸付けによる支出 △29 △12

貸付金の回収による収入 11 14

その他 △11 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △201 311

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） △712 △1,200

長期借入れによる収入 720 900

長期借入金の返済による支出 △891 △824

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △62 △64

少数株主への配当金の支払額 △3 △5

その他 0 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △949 △1,204

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △636 △240

現金及び現金同等物の期首残高 3,226 5,565

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 248 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,838 5,324
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）１ 事業区分は、販売方法及び商品・事業の類似性等により区分しております。 

２ 各事業の主な取扱商品・事業内容等 

(1）機械・設備関連事業 

(2）資材・燃料関連事業 

セメント、生コンクリート、コンクリートパイル、ALC板、石油類、プロパンガス、アスファルト 

(3）海運関連事業 

海運業、通関業、港湾運送業、倉庫業、貨物自動車運送事業 

３．会計処理の方法の変更 

当第１四半期連結累計期間 

（工事契約に関する会計基準の適用） 

 「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更」に記載のとおり、当第１四半

期連結会計期間より「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)を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、機械・設備関連事業において売上高は311百万円増加

し、営業利益は72百万円増加しております。 

 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〕

  
機械・設備関
連事業 
（百万円） 

資材・燃料関
連事業 
（百万円） 

海運関連事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する

売上高 
 6,664  12,946  4,819  24,430  －  24,430

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 139  28  2  171  (171)  －

計  6,804  12,975  4,822  24,601  (171)  24,430

営業利益（又は営業損失

△） 
 19  45  135  200  (424)  △224

  
機械・設備関
連事業 
（百万円） 

資材・燃料関
連事業 
（百万円） 

海運関連事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する

売上高 
 4,477  9,146  3,588  17,212  －  17,212

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 0  85  1  87  (87)  －

計  4,477  9,231  3,590  17,299  (87)  17,212

営業利益（又は営業損失

△） 
 44  78  △11  111  (404)  △293

  （電気機械・設備） モーター、制御機器、重電機器、冷暖房装置、ロボット、コンピュータ、昇降機 

  （産業機械・設備） 冷菓飲料設備、工場関連設備、省力物流設備、穀類貯蔵設備、農産物加工設備 

  （建設機械・設備） 道路舗装及び補修機械、杭打機械、コンクリートポンプ車、クレーン、バッチャープ

ラント 

  （その他） 食品類 

（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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