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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 9,735 ― △93 ― △56 ― △61 ―
20年12月期第2四半期 11,146 △11.1 65 ― 71 ― △96 ―

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

21年12月期第2四半期 △1.04 ―
20年12月期第2四半期 △1.66 ―

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

21年12月期第2四半期 8,607 5,044 58.6 86.30
20年12月期 9,273 5,105 55.1 87.34

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  5,044百万円 20年12月期  5,105百万円

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

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00
21年12月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 20,535 △7.3 △416 ― △447 ― △453 ― △7.76

1

NagataH
テキストボックス



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、3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） 

  （注）詳細は、3ページ[定性的情報・財務諸表等]4.その他をご覧下さい。 

(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 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） 21年12月期第2四半期 58,458,605株 20年12月期  58,459,582株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  ―株 20年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第2四半期 58,458,618株 20年12月期第2四半期 58,460,126株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、将来に
関する見通し及び計画に基づく予測が含まれております。今後の経済情勢等、様々な不確実要因により、実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性
があります。 
2. 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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 当第2四半期累計期間（自平成21年1月1日 至平成21年6月30日）におけるわが国経済は、昨年来

の世界的な金融危機による景気後退に一部回復の兆しがみられましたものの、国内の雇用・所得環

境の悪化により個人消費の冷え込みが続いております。低調な個人消費は当社の売上にも大きく影

響を与え、注文数及び出荷個数は増加しましたが、主力となります製品がより安価なブランドへと

移行することとなり、平均注文金額が減少いたしました。 

 こうした厳しい状況に対応すべく当第2四半期累計期間は、販売費及び一般管理費の削減に努めま

した。特に第2四半期会計期間については、交通費などの間接経費についてはより一層管理を強化

し、通信費については顧客層を全体的に見直し、ターゲットを絞り込むことにより節減いたしまし

た。さらに人件費については昇給の見送り及び業務の見直しにより残業時間を減らす等、経費全体

の削減に成功いたしました。 

 当社は現在、「持続的成長への復活」を目指して複数年にわたる業績回復プランに全力を注いで

おりますが、当第2四半期累計期間をとおして、特にセールス・リーダーシップ・プログラムの展開

並びに販売システムの見直し及び簡素化を進めております。  

 以上の結果、当第2四半期累計期間の売上高は97億35百万円（前年同期比12.7％減）、営業損失は

93百万円、経常損失は56百万円、及び四半期純損失は61百万円となりました。  

 また、当第2四半期会計期間の売上高は49億96百万円、営業利益は1億57百万円、経常利益は1億60

百万円、及び四半期純利益は1億55百万円となりました。  

（注）前年同四半期累計期間増減率は参考として記載しております。 

  

（1） 資産、負債及び純資産の状況 

  当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べて6億66百万円減少し、86億

 7百万円となりました。これは主として、売掛金2億83百万円及び未収入金1億57百万円が減少した

 ことによります。 

  負債合計は、前事業年度末に比べて6億5百万円減少し、35億62百万円となりました。これは主 

 として、未払金3億52百万円及び未払費用3億86百万円が減少したことによります。 

  純資産合計は、前事業年度末に比べて61百万円減少し、50億44百万円となりました。これは株 

 主資本において、四半期純損失61百万円を計上したことによります。 

  

（2） キャッシュ・フローの状況 

  当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前

 事業年度末に比較して34百万円減少し、92百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は、1億44百万円となりました。これは主として、未払金及び未払

 費用等の流動負債が減少し、一方でたな卸資産が増加したことによります。 

 （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、31百万円となりました。これは固定資産の取得が31百万円で

 あったことによります。  

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果獲得した資金は、1億41百万円となりました。これは主として、短期借入金の増

 加が1億47百万円であったことによります。  

  

  平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年2月23日付「平成20年12月期決算短信（非連

結）」にて発表いたしました通期の業績予想に変更はありません。  

  

  

（簡便な会計処理） 

 ① たな卸資産の評価方法  

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

３．業績予想に関する定性的情報

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
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  当第2四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実施たな卸を省略し、前事業年度 

 末の実地たな卸を基礎として合理的な方法により算出しております。また、たな卸資産の簿 

 価切下げにあたっては、収益性の低下が明らかなたな卸資産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 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きましては、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分し 

 て算定する方法によっております。  

  

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 税金費用の計算 

  税金費用につきましては、当第２四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。  

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用  

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期

財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しておりま

す。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産につきましては、主として先入先出法に基づく原価法

によっておりましたが、第1四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第9号 平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法に基づく原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、当第2四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影

響は軽微であります。 

  

③ 「リース取引に関する会計基準」等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、従来、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号

（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会、平成19年3月30日改正）及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が平成20年4月1日以降開始する事業年度に係

る四半期財務諸表から適用することができることとなったことに伴い、第1四半期会計期間より

これらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につきましては、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が当会計基準等適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取

引につきましては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりま

す。 

 これにより、当第2四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影

響は軽微であります。  

（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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    有形固定資産の耐用年数の変更 

     機械及び装置の耐用年数につきましては、第1四半期会計期間より、法人税法の改正を契 

    機として見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

     これにより、当第2四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与え 

    る影響は軽微であります。  

（3）追加情報
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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２四半期会計期間末 
(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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 92,008 126,219

売掛金 1,135,944 1,419,727

商品 521,663 437,222

製品 518,816 535,171

原材料 799,252 729,829

仕掛品 213,002 193,261

貯蔵品 90,241 99,911

前払費用 310,253 379,017

未収入金 420,020 577,046

その他 1,549 4,468

貸倒引当金 △15,684 △11,233

流動資産合計 4,087,069 4,490,642

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,566,896 1,654,664

機械及び装置（純額） 668,268 750,506

車両運搬具（純額） 4,562 5,655

工具、器具及び備品（純額） 243,846 286,095

土地 961,838 961,838

リース資産（純額） 53,545 －

有形固定資産合計 3,498,958 3,658,760

無形固定資産   

ソフトウエア 34,482 40,045

無形固定資産合計 34,482 40,045

投資その他の資産   

関係会社株式 100,000 100,000

敷金及び保証金 233,184 233,184

前払年金費用 653,426 751,037

投資その他の資産合計 986,610 1,084,221

固定資産合計 4,520,051 4,783,026

資産合計 8,607,121 9,273,669
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 518,578 672,779

買掛金 577,926 550,714

短期借入金 186,134 38,474

リース債務 11,184 －

未払金 781,068 1,133,239

未払消費税等 59,280 121,510

未払費用 687,754 1,074,002

未払法人税等 7,046 19,596

預り金 150,300 177,359

賞与引当金 189,158 －

返品調整引当金 32,104 28,550

その他 2,650 5,149

流動負債合計 3,203,188 3,821,376

固定負債   

リース債務 42,468 －

長期退職給付未払金 278,126 309,081

長期役員退職慰労未払金 38,471 －

役員退職慰労引当金 － 37,258

固定負債合計 359,066 346,339

負債合計 3,562,255 4,167,715

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,114,700 3,114,700

資本剰余金 24,644 24,644

利益剰余金 1,905,521 1,966,608

株主資本合計 5,044,865 5,105,953

純資産合計 5,044,865 5,105,953

負債純資産合計 8,607,121 9,273,669
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,735,001

売上原価 3,222,892

売上総利益 6,512,109

販売費及び一般管理費 6,606,023

営業損失（△） △93,913

営業外収益  

受取配当金 52,800

その他 2,116

営業外収益合計 54,916

営業外費用  

支払利息 785

為替差損 16,359

その他 1

営業外費用合計 17,146

経常損失（△） △56,143

特別損失  

固定資産除却損 1,511

特別損失合計 1,511

税引前四半期純損失（△） △57,655

法人税、住民税及び事業税 3,351

法人税等調整額 －

法人税等合計 3,351

四半期純損失（△） △61,006
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１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  

税引前四半期純損失（△） △57,655

減価償却費 262,666

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,451

前払年金費用の減少額 97,610

受取配当金 △52,800

支払利息 785

有形固定資産除却損 1,511

売上債権の増減額（△は増加） 283,782

たな卸資産の増減額（△は増加） △147,580

仕入債務の増減額（△は減少） △126,987

未払人件費の増減額（△は減少） 11,871

退職給付未払金の増減額（△は減少） △37,427

未払消費税等の増減額（△は減少） △62,229

その他 △357,582

小計 △179,584

配当金の受取額 42,240

利息の支払額 △785

法人税等の支払額 △6,070

営業活動によるキャッシュ・フロー △144,199

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 △30,104

無形固定資産の取得による支出 △1,875

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,979

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） 147,659

自己株式の取得による支出 △80

リース債務の返済による支出 △3,544

配当金の支払額 △2,068

財務活動によるキャッシュ・フロー 141,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,211

現金及び現金同等物の期首残高 126,219

現金及び現金同等物の四半期末残高 92,008
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、

「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

 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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書  

                    （単位：千円）  

  

  
前中間会計期間 

（自 平成20年1月1日 
至 平成20年6月30日） 

区分 金額 

Ⅰ 売上高 11,146,468     

Ⅱ 売上原価 3,464,690     

売上総利益 7,681,777     

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,616,237     

営業利益 65,539     

Ⅳ 営業外収益 6,049     

Ⅴ 営業外費用 0     

経常利益 71,588     

Ⅵ 特別損失 3,514     

税引前中間純利益 68,073     

法人税、住民税及び事業
税 

165,073     

法人税等調整額 -     

法人税等合計  165,073    

中間純損失 △96,999     

    

エイボン・プロダクツ（株）　4915　平成21年12月期第2四半期決算短信（非連結）

11



 （２）中間キャッシュ・フロー計算書  

                                 （単位：千円）  

  
前中間会計期間 

（自 平成20年1月1日 
 至 平成20年6月30日） 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益 68,073     

減価償却費  276,910     

貸倒引当金の増加額  6,264     

前払年金費用の減少額  35,367     

役員退職慰労引当金の増加額  560     

有形固定資産除却損  3,514     

受取利息及び受取配当金  △0     

売上債権の減少額  337,793     

たな卸資産の増加額  △332,335     

その他の流動資産の減少額  521,574     

仕入債務の減少額  △280,423     

未払人件費の減少額  △147,228     

退職給付未払金の減少額  △43,381     

未払消費税等の減少額  △24,688     

その他の流動負債の減少額  △801,552     

小計 △379,550     

利息及び配当金の受取額  0     

法人税等の支払額  △6,070     

営業活動によるキャッシュ・フロー △385,620     

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形及び無形固定資産の取得による支出  △208,850     

その他の固定資産の取得による支出  △2,931     

投資活動によるキャッシュ・フロー △211,782     

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

自己株式の取得による支出  △77     

配当金の支払額  △101,091     

財務活動によるキャッシュ・フロー △101,169     

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △698,572     

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 944,104     

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 245,531     
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