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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 9,818 21.4 △217 ― △218 ― △346 ―

21年3月期第1四半期 8,085 ― △476 ― △473 ― △835 ―

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 △42.57 ―

21年3月期第1四半期 △101.18 ―

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 19,254 7,161 37.2 881.18
21年3月期 18,139 7,660 42.2 942.57

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,161百万円 21年3月期  7,660百万円

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 ― 18.00 ― 20.00 38.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

18.00 ― 20.00 38.00

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

23,400 15.3 330 453.1 340 408.5 △180 ― △22.15

通期 50,000 7.3 1,600 14.4 1,620 14.5 600 246.8 73.82
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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） 

（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。 

(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 

※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については、当社および当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいて作成しておりますが、リ
スクや不確実性を含んでおります。業績予想に関連する事項については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご
参照下さい。 

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 9,359,625株 21年3月期  9,359,625株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,231,955株 21年3月期  1,231,880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 8,127,711株 21年3月期第1四半期 8,255,218株
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当第１四半期のわが国経済は、昨年秋口以降の 悪期を脱し、景気は一部に持ち直しの動きも見られますが、設

備投資や雇用情勢は依然として厳しく、先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループでは、収益責任の明確化を目的として設置した４事業本部体制の下で、積極

的な事業活動を展開してまいりました結果、当第１四半期の連結業績は、売上高9,818百万円（前年同期比21.4％

増）、営業損失217百万円（前年同期営業損失476百万円）、経常損失218百万円（同経常損失473百万円）、四半

期純損失346百万円（同四半期純損失835百万円）となりました。 

なお、事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

<レンタル事業> 

急速な消費低迷の影響を受け、前期後半以降、主力のダストコントロール商品について新規顧客獲得の不調が続

き、売上高2,719百万円（前年同期比4.1％減）、営業利益357百万円（同22.3％減）となりました。 

市場環境は依然低迷状態が続いておりますが、地道な「ドア・ツー・ドア」の訪問販売営業の徹底、キャンペー

ン実施による販売促進活動の強化等が奏功し、当四半期は顧客数が純増に転じる等、売上は徐々に回復傾向にあ

ります。 

<建築コンサルティング事業> 

新商品投入や「お客様相談室」設置による顧客サポートの強化を図り、売上回復に努めましたが、長引く市況低

迷の影響から、売上高599百万円（前年同期比20.9％減）となりました。 

利益面につきましては、営業拠点の一部統合等による固定費圧縮が寄与し、営業利益156百万円（同12.4％増）と

なりました。 

<ボトルウォーター事業> 

顧客数の堅調な増加に支えられ、売上高1,695百万円（前年同期比20.3％増）となりました。 

販売促進費等の先行投資により、営業損失67百万円（前年同期営業損失36百万円）となりましたが、概ね予定通

りの進捗状況にあります。 

住之江プラントでボトルウォーター業界では初めてとなるＨＡＣＣＰ（食品衛生管理手法の国際規格）の認証を

取得したほか、６月より、「クリスタルクララ」のテレビＣＭ放映を開始する等、事業基盤の強化と収益の拡大

に向けた積極的な取り組みを実施してまいりました。 

なお、松戸市及び町田市の新プラントは、第２四半期より量産開始の予定であります。 

<住宅事業> 

売上高4,805百万円（前年同期比54.6％増）、営業損失445百万円（前年同期営業損失836百万円）となり、赤字

幅が縮小いたしました。 

戦略商品として５月より発売を開始したソーラーシステム搭載住宅は、受注棟数に占める割合が約40％に達する

等、順調な推移を示しております。  

なお、地域別の戦略策定や連携強化、業務効率の向上を目的として、複数の支店と営業所で構成する商圏単位の

ユニット制に営業組織の改編を行いました。 

また、静岡県内４店目の富士営業所開設により、総店舗数は３４店舗となりました。 

（注）上記に記載されている金額には消費税等は含まれておりません。   

  

（１）財政状態の分析 

当第１四半期末の総資産は、たな卸資産の増加、ボトルウォーター事業等の設備投資による有形固定資産の増

加等により前連結会計年度末に比べ1,114百万円増加しました。 

負債総額は、住宅事業における未成工事受入金及び借入金の増加により前連結会計年度末に比べ1,613百万円増

加しました。 

純資産は、配当金の支払、四半期純損失等により前連結会計年度末に比べ499百万円減少しました。 

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
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（２）キャッシュ・フロー 

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（以下「資金という」）残高は、前期末に比べ637百

万円減少し3,038百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動により使用した資金は、437百万円となりました。これは主に未成工事受入金の増加により資金が

1,360百万円増加しましたが、税金等調整前四半期純損失224百万円、たな卸資産の増加1,245百万円、法人税等

の支払218百万円、売上債権の増加235百万円等の資金減があっ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） 

投資活動により使用した資金は、323百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得409百万円等による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得た資金は、122百万円となりました。これは主に長短借入金の増加290百万円等と配当金の支

払い162百万円によるものであります。 

  

当第1四半期の連結業績は、上記のとおり期初計画の範囲内で推移しており、現時点におきましては、平成21年5 

月15日に公表いたしました第2四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。  

  

該当事項はありません。   

1．固定資産の減価償却費の算定方法は、固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を
策定しているため、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 
なお、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する方法によ 
り算定しております。 

2．一般債権の貸倒見積高の算定方法は、貸倒実績率等が前連結会計期間に算定したものと著しい変化が無いた 
め、前連結会計期間に算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

3. 債務保証の損失発生実績率等が前連結会計期間に算定したものと著しい変化が無いため、前連結会計期間に
算定した損失発生実績率を使用して債務保証の損失発生見積高を算定しております。 

4．棚卸資産の評価方法に関しては、棚卸資産の簿価切下げに関して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、簿価切下げを行っております。 

5．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しておりま 
す。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転又は
悪化、その他経営環境に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変動
があると認められる場合には、繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり、財務諸表利用者の判断を誤らせ
ない範囲において、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、当該著
しい変化又は大幅な変動による影響を加味したものを使用しております。 

6．経過勘定項目の算定方法は、固定的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な 
算定方法による概算額を計上しております。 

7. 連結会社相互間の債権債務及び取引は、取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、
親会社の金額に合わせる方法により相殺消去しております。  

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）を当第一四半期連結会計期間から適用し、当第一四半期連結
会計期間に着手した工事契約から、当第一四半期連結会計期間末までの進捗部分についての成果の確実性が認
められる工事（工期がごく短期間のものを除く）については工事進行基準を、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。 
なお、当第一四半期連結会計期間末においては工事進行基準を適用しているものがないため、これによる売上
高、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。 
また、セグメント情報に与える影響もありません。 

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

4

（株）ナック　(9788)　平成22年3月期 第１四半期決算短信



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 3,101,776 3,739,998

受取手形及び売掛金 1,016,684 780,682

商品及び製品 754,145 687,894

未成工事支出金 2,093,512 1,009,878

原材料及び貯蔵品 153,551 57,812

その他 1,269,635 1,335,505

貸倒引当金 △11,706 △3,766

流動資産合計 8,377,598 7,608,006

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,038,812 3,496,698

土地 3,039,032 3,039,032

その他（純額） 462,595 652,203

有形固定資産合計 7,540,440 7,187,934

無形固定資産   

のれん 120,916 97,153

その他 119,496 126,563

無形固定資産合計 240,413 223,717

投資その他の資産   

差入保証金 2,131,955 2,160,304

その他 1,325,777 1,282,380

貸倒引当金 △361,501 △322,376

投資その他の資産合計 3,096,231 3,120,308

固定資産合計 10,877,085 10,531,960

資産合計 19,254,684 18,139,966
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（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,342,449 2,194,239

未成工事受入金 3,278,402 1,918,201

短期借入金 2,079,800 1,661,150

未払法人税等 63,649 247,475

賞与引当金 315,754 567,704

引当金 110,390 118,417

その他 1,917,466 1,755,543

流動負債合計 10,107,911 8,462,731

固定負債   

長期借入金 1,795,900 1,924,550

その他 188,930 91,697

固定負債合計 1,984,830 2,016,247

負債合計 12,092,742 10,478,978

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金 794,220 794,220

利益剰余金 5,345,628 5,854,201

自己株式 △1,661,075 △1,661,013

株主資本合計 8,478,773 8,987,408

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,552 9,963

土地再評価差額金 △1,336,384 △1,336,384

評価・換算差額等合計 △1,316,831 △1,326,420

純資産合計 7,161,941 7,660,987

負債純資産合計 19,254,684 18,139,966

6

（株）ナック　(9788)　平成22年3月期 第１四半期決算短信



（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 8,085,489 9,818,718

売上原価 4,467,186 5,797,240

売上総利益 3,618,302 4,021,477

販売費及び一般管理費 4,094,876 4,239,101

営業損失（△） △476,573 △217,623

営業外収益   

受取利息 795 779

受取配当金 4,579 5,274

受取地代家賃 3,600 2,885

受取手数料 5,510 3,809

その他 7,485 5,506

営業外収益合計 21,969 18,255

営業外費用   

支払利息 10,122 14,949

減価償却費 3,780 3,230

その他 4,543 1,264

営業外費用合計 18,445 19,444

経常損失（△） △473,049 △218,812

特別損失   

固定資産処分損 1,289 6,006

特別損失合計 1,289 6,006

税金等調整前四半期純損失（△） △474,338 △224,819

法人税、住民税及び事業税 51,801 49,042

法人税等調整額 309,142 72,156

法人税等合計 360,943 121,199

四半期純損失（△） △835,282 △346,018
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（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（△） △474,338 △224,819

減価償却費 97,660 115,713

のれん償却額 22,017 11,097

固定資産処分損益（△は益） 1,289 6,006

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,647 47,064

賞与引当金の増減額（△は減少） △242,536 △251,950

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,300 △800

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － △13,113

工事損失引当金の増減額（△は減少） 3,873 5,886

受取利息及び受取配当金 △5,374 △6,053

支払利息 10,122 14,949

売上債権の増減額（△は増加） 262,581 △235,999

破産更生債権等の増減額（△は増加） 8,080 △36,608

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,032,961 △1,245,624

仕入債務の増減額（△は減少） △371,714 148,210

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,106,625 1,360,201

未払消費税等の増減額（△は減少） △85,907 △51,829

その他 99,227 145,116

小計 △588,408 △212,553

利息及び配当金の受取額 5,388 9,298

利息の支払額 △11,120 △15,421

法人税等の支払額 △870,728 △218,628

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,464,868 △437,304

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 △3,300 △3,600

定期預金の払戻による収入 3,000 4,100

有形固定資産の取得による支出 △1,183,960 △409,712

有形固定資産の売却による収入 － 105,000

無形固定資産の取得による支出 △580 △34,860

貸付金の回収による収入 844 860

差入保証金の差入による支出 △32,722 △8,490

敷金及び保証金の回収による収入 10,482 25,080

その他 △1,765 △1,486

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,208,001 △323,108

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） 812,700 168,200

長期借入れによる収入 890,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △46,600 △78,200

リース債務の返済による支出 － △4,575

自己株式の取得による支出 △56 △62

配当金の支払額 △136,808 △162,673

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,519,236 122,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,153,633 △637,722

現金及び現金同等物の期首残高 2,609,474 3,675,994

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,455,841 3,038,272
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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．事業区分の方法 

事業は製品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品及び役務 

レンタル事業……………………ダストコントロール商品 

建築コンサルティング事業……建築関連ノウハウ商品及びコンサルティング業務 

ボトルウォーター事業…………ボトルウォーター（ミネラルウォーター） 

住宅事業…………………………注文住宅の建築請負 

  

前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、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。   

前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、海外売上高がないため該当事項は

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〕

  
レンタル事業 

建築コンサル

ティング事業

ボトルウォー

ター事業 
住宅事業 計 消去又は全社 連結 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高               

(1)
外部顧客に対する 

売上高 
 2,811,518  756,840  1,409,411  3,107,718  8,085,489  －  8,085,489

(2)
セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 24,384 －  108 －  24,492  △ 24,492 － 

 計  2,835,903  756,840  1,409,519  3,107,718  8,109,981  △ 24,492  8,085,489

  
営業利益又は営業 

損失(△) 
 460,861  138,952  △ 36,267  △ 836,058  △ 272,511  △ 204,061  △ 476,573

レンタル事業 
建築コンサル

ティング事業

ボトルウォー

ター事業 
住宅事業 計 消去又は全社 連結 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高               

(1)
外部顧客に対する売

上高 
 2,719,388   599,005  1,695,113   4,805,210   9,818,718 －   9,818,718

(2)
セグメント間の内部

売上高又は振替高 
  131 －   122 －   253   △253 － 

 計   2,719,519   599,005   1,695,235   4,805,210   9,818,972   △253   9,818,718

  
営業利益又は営業 

損失(△) 
  357,907   156,180   △67,292   △445,015   1,780   △219,404   △217,623

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 該当事項はありません。 

  

   

（１）受注の状況  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

事業の種類別 

セグメントの名称 

受注高（千円） 受注残高（千円） 

当第1四半期 前第1四半期 当第1四半期 前第1四半期 

平成21年4月１日～ 

平成21年6月30日 

平成20年4月１日～ 

平成20年6月30日 
平成21年6月30日現在 平成20年6月30日現在

住宅事業 6,294,197  5,262,589   15,008,207  15,043,082
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