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1.  平成22年4月期第1四半期の業績（平成21年5月1日～平成21年7月31日） 

※前四半期については、連結財務諸表を作成しているため、前四半期の各数値は連結の数値を記載しております。そのため、当四半期の対前年同四半
期増減率は記載しておりません。 

(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 ％

22年4月期第1四半期 1,394 ― 35 ― 39 ― 10 ―

21年4月期第1四半期 1,359 ― 22 ― 23 ― 7 ―

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4月期第1四半期 2.35 ―

21年4月期第1四半期 1.76 ―

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4月期第1四半期 4,757 2,951 62.0 685.15
21年4月期 4,906 3,014 61.4 699.91

（参考） 自己資本   22年4月期第1四半期  2,951百万円 21年4月期  3,014百万円

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4月期 ― ― ― 19.00 19.00

22年4月期 ―

22年4月期 
（予想）

― ― 19.00 19.00

3.  平成22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

3,049 5.0 139 33.7 139 32.1 69 25.7 16.02

通期 6,249 4.6 361 44.0 364 39.7 190 47.2 44.11
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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「【訂正的情報・財務諸表】４．その他」をご覧ください。 

(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） 

(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 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4月期第1四半期 4,512,640株 21年4月期  4,512,640株

② 期末自己株式数 22年4月期第1四半期  205,040株 21年4月期  205,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年4月期第1四半期 4,307,600株 21年4月期第1四半期 4,307,640株

※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６月30日発表の業績予想から変更はありません。 
上記業績予想につきましては、本資料の発表時において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素を含んでおりますので、実
際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する
定性的情報をご参照ください。 
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 当第１四半期におけるわが国経済は、政府による「経済危機対策」を含む累次の景気対策の実施等により、景気

後退に一部下げ止まりの兆しが見られたものの、厳しい雇用情勢に伴う民間消費の低迷や、引続く設備投資の減少

等、依然厳しい状況で推移いたしました。 

 当社が関係する安全機材業界及びサインメディア業界におきましては、補正予算や公共工事の前倒し執行への期

待感はあったものの、企業等の設備投資の意欲回復には繋がらず厳しい環境となりましたが、一方では、地球温暖

化問題が問われるなか、ＣＯ２排出量削減等への環境ニーズの広域化によるユーザー層の広がりや社会構造の変化

と共に、新たな需要創造への機会が着実に進展しております。 

 このような状勢のもと、当社がコアスキルとするサインメディア事業におきまして、溶剤系インクジェットシス

テム並びに当社独自の「サインメディア戦略推進システム」を活用した提案営業や、情報発信への新媒体として注

目されるデジタルサイネージへの取り組みを推進すると共に、安全へのレンタルニーズのトレンドに専門の位置か

ら応えるグリーンレンタル事業におきまして、ＣＯ2排出量削減に貢献するソーラー式ＬＥＤ警告灯・表示板等の

省資源・環境配慮型安全機材用品等を積極的に投入し、西日本を網羅する37拠点ネットワーク網を活かし、販路の

拡大・深耕を積極果敢に推進いたしました結果、当第１四半期の売上高は1,394百万円（前期比2.6％増）、営業利

益は35百万円（前期比58.7％増）、経常利益は39百万円（前期比68.5％増）、四半期純利益は10百万円（前期比

33.1％増）となりました。 

  

  

 当第１四半期会計期間末における総資産は4,757百万円となり、前事業年度末に比べ148百万円減少しました。こ

れは主に、現金及び預金の減少53百万円、受取手形及び売掛金の減少48百万円等によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末における負債合計は1,806百万円となり、前事業年度末に比べ85百万円減少しました。 

これは主に、支払手形及び買掛金の減少149百万円、未払法人税等の減少84百万円等によるものであります。 

 また、純資産は、当第１四半期純利益10百万円の計上と配当金の支払い81百万円等により、前事業年度末に比べ

63百万円減少し、2,951百万円となり、自己資本比率は前事業年度末の61.4％から62.0％となりました。  

  

  

 平成22年４月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年６月30日に公表いたしました

業績予想に変更はありません。  

  

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率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１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、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ましては、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ましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況について著しい変化がないと認められるため、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。  

  

 該当事項はありません。  

  

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

（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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 326,327 379,930

受取手形及び売掛金 1,325,220 1,373,865

商品及び製品 600,835 589,701

レンタル品 409,190 437,196

原材料及び貯蔵品 101,820 102,453

その他 91,669 117,725

貸倒引当金 △14,800 △14,983

流動資産合計 2,840,263 2,985,889

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物   

建物及び構築物（純額） 316,793 322,407

土地 934,390 934,390

その他   

その他（純額） 59,492 59,791

有形固定資産合計 1,310,676 1,316,589

無形固定資産   

のれん 2,519 2,879

その他 41,726 45,133

無形固定資産合計 44,246 48,013

投資その他の資産   

投資有価証券 233,208 219,512

その他 444,728 450,447

貸倒引当金 △115,431 △113,825

投資その他の資産合計 562,505 556,134

固定資産合計 1,917,428 1,920,736

資産合計 4,757,691 4,906,626

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,038,514 1,188,508

短期借入金 130,000 －

未払法人税等 9,231 94,045

賞与引当金 48,000 86,265

その他 169,554 119,508

流動負債合計 1,395,299 1,488,327

固定負債   

長期未払金 360,605 360,605

退職給付引当金 50,431 42,750
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

固定負債合計 411,036 403,355

負債合計 1,806,335 1,891,682

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,266 697,266

資本剰余金 662,208 662,208

利益剰余金 1,696,412 1,768,151

自己株式 △100,277 △100,277

株主資本合計 2,955,610 3,027,349

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,255 △12,406

評価・換算差額等合計 △4,255 △12,406

純資産合計 2,951,355 3,014,943

負債純資産合計 4,757,691 4,906,626
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 1,394,693

売上原価 835,029

売上総利益 559,663

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 524,003

営業利益 35,660

営業外収益  

受取利息 744

受取配当金 1,379

雑収入 2,022

営業外収益合計 4,147

営業外費用  

支払利息 118

営業外費用合計 118

経常利益 39,689

特別利益  

固定資産売却益 139

特別利益合計 139

特別損失  

ゴルフ会員権売却損 857

特別損失合計 857

税引前四半期純利益 38,971

法人税、住民税及び事業税 11,000

法人税等調整額 17,865

法人税等合計 28,865

四半期純利益 10,105
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（参考）四半期連結財務諸表 
（１）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５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

売上高 1,359,967

売上原価 854,505

売上総利益 505,462

販売費及び一般管理費 482,989

営業利益 22,473

営業外収益  

受取利息 15

受取配当金 2,808

雑収入 663

営業外収益合計 3,486

営業外費用  

支払利息 54

雑損失 2,349

営業外費用合計 2,403

経常利益 23,556

特別利益  

固定資産売却益 10,605

特別利益合計 10,605

特別損失  

固定資産除却損 648

特別損失合計 648

税金等調整前四半期純利益 33,513

法人税、住民税及び事業税 13,046

法人税等調整額 12,872

法人税等合計 25,918

四半期純利益 7,594
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 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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