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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,413 △24.2 184 △58.2 197 △57.0 101 △59.9
21年3月期第2四半期 3,183 ― 440 ― 460 ― 252 ―

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2四半期 17.33 ―
21年3月期第2四半期 43.21 ―

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2四半期 9,623 8,190 85.1 1,402.79
21年3月期 9,807 8,241 84.0 1,411.39

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,190百万円 21年3月期  8,241百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 30.00 30.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 15.00 15.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 5,030 △17.1 380 △48.2 385 △51.3 196 △54.7 33.57
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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  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） 

(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 
（１）平成21年４月30日発表の連結業績予想の修正をしております。 
（２）本資料に記載されている業績予想は、現時点における入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不安定な要素を含んでおります。実際
の業績等は今後発生する様々な要因により異なる結果になる可能性があります。 

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3月期第2四半期 5,840,000株 21年3月期  5,840,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,060株 21年3月期  1,060株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 5,838,940株 21年3月期第2四半期 5,838,950株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、一部で景気悪化の底打ちの兆しがみられるものの、

昨年来からの世界的な金融・経済危機による景気停滞の影響に加え、円高の急激な進行等もあり、先行き

不透明な状況で推移いたしました。 

 このような状況の中、当社では強アルカリイオン電解水生成機「ＺＫシリーズ」をはじめとした新商品

を市場に投入するほか、新規顧客の開拓等積極的な営業活動を展開してまいりました。しかしながら、景

気停滞により主要顧客である製造業においては設備投資の抑制、また、ビルメンテナンス業界においては

受注価格競争が激化する等、当社を取り巻く環境は大変厳しいものでありました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,413百万円（前年同四半期比24.2％減）、営業利益

は184百万円（前年同四半期比58.2％減）、経常利益は197百万円（前年同四半期比57.0％減）となりまし

た。 

  

(1) 資産負債の増減 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ、184百万円減少し、9,623

百万円となりました。減少の主な要因は、商品が60百万円、受取手形及び売掛金が288百万円、有価証券

が74百万円減少しましたが、現金及び預金が252百万円、投資有価証券が87百万円増加したこと等による

ものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ133百万円減少し、1,432百万円となりました。減少の主な要因

は、未払法人税等が81百万円、役員退職慰労引当金が38百万円減少したこと等によるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ50百万円減少し、8,190百万円となりました。 

 これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末より1.1ポイント上昇し、85.1％となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローについて 

営業活動の結果得られた資金は、432百万円（前年同四半期比92百万円増）となりました。収入の主な

要因は、税金等調整前四半期純利益が198百万円、売上債権の減少額が290百万円、たな卸資産の減少額が

60百万円、仕入債務の増加額が51百万円であり、支出の主な要因は、役員退職慰労引当金の減少額が38百

万円、未払費用の減少額が24百万円、法人税等の支払額が154百万円あったこと等によるものでありま

す。 

 投資活動の結果使用した資金は、71百万円（前年同四半期は0百万円の収入）となりました。支出の主

な要因は、投資有価証券の取得が74百万円あったこと等によるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は、175百万円（前年同四半期比194百万円減）となりました。支出の主な

要因は、配当金の支払額173百万円があったこと等によるものであります。 

 以上の結果、当第２四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

178百万円増加し、2,403百万円となりました。 

  

  

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
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平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年４月30日に公表しました通期業績予想値を修正し

ております。詳しくは平成21年10月26日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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
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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：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,186,336 1,933,443 

受取手形及び売掛金 1,167,238 1,455,318 

有価証券 218,059 292,693 

商品 838,336 899,266 

その他 120,984 150,597 

貸倒引当金 △1,310 △1,345 

流動資産合計 4,529,645 4,729,975 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,320,166 1,354,896 

土地 3,270,925 3,270,925 

その他（純額） 54,627 59,146 

有形固定資産合計 4,645,718 4,684,968 

無形固定資産   

のれん 30,707 40,943 

その他 12,961 13,602 

無形固定資産合計 43,668 54,545 

投資その他の資産   

投資有価証券 123,420 36,390 

その他 284,046 306,182 

貸倒引当金 △2,950 △4,324 

投資その他の資産合計 404,516 338,247 

固定資産合計 5,093,903 5,077,762 

資産合計 9,623,549 9,807,737 
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 296,475 244,768 

未払法人税等 86,957 168,435 

賞与引当金 92,440 100,580 

商品保証引当金 11,400 15,000 

その他 238,069 315,479 

流動負債合計 725,343 844,264 

固定負債   

退職給付引当金 299,174 279,310 

役員退職慰労引当金 137,109 175,649 

再評価に係る繰延税金負債 234,216 234,216 

その他 36,917 33,282 

固定負債合計 707,417 722,458 

負債合計 1,432,760 1,566,722 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,797,681 1,797,681 

資本剰余金 2,122,148 2,122,148 

利益剰余金 6,507,916 6,581,891 

自己株式 △970 △970 

株主資本合計 10,426,774 10,500,750 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,136 △162 

繰延ヘッジ損益 △19,307 △35,758 

土地再評価差額金 △2,223,814 △2,223,814 

評価・換算差額等合計 △2,235,986 △2,259,735 

純資産合計 8,190,788 8,241,014 

負債純資産合計 9,623,549 9,807,737 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,183,942 2,413,689 

売上原価 1,430,276 1,078,536 

売上総利益 1,753,665 1,335,152 

販売費及び一般管理費 1,312,927 1,150,902 

営業利益 440,738 184,249 

営業外収益   

受取利息 3,215 2,127 

受取配当金 － 450 

有形固定資産売却益 － 2,480 

不動産賃貸料 9,793 9,060 

その他 6,703 1,224 

営業外収益合計 19,712 15,342 

営業外費用   

支払利息 95 － 

為替差損 － 1,700 

その他 154 － 

営業外費用合計 249 1,700 

経常利益 460,201 197,891 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 255 

特別利益合計 － 255 

特別損失   

有形固定資産除却損 45 102 

特別損失合計 45 102 

税金等調整前四半期純利益 460,156 198,045 

法人税、住民税及び事業税 213,000 78,900 

法人税等調整額 △5,157 17,951 

法人税等合計 207,842 96,851 

四半期純利益 252,313 101,193 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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利益 460,156 198,045 

減価償却費 45,777 46,237 

のれん償却額 10,235 10,235 

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,915 △8,140 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,163 19,864 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,550 △38,540 

商品保証引当金の増減額（△は減少） △500 △3,600 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 124 △1,409 

受取利息及び受取配当金 △3,215 △2,577 

支払利息 190 － 

為替差損益（△は益） － 6,885 

有形固定資産売却損益（△は益） － △2,480 

有形固定資産除却損 45 102 

売上債権の増減額（△は増加） 132,753 290,844 

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,584 60,687 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,109 5,067 

仕入債務の増減額（△は減少） △83,658 51,707 

未払金の増減額（△は減少） 1,617 △15,457 

未払費用の増減額（△は減少） △7,144 △24,833 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △18,650 △11,247 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 4,160 2,564 

小計 505,214 583,957 

利息及び配当金の受取額 3,215 2,670 

利息の支払額 △95 － 

法人税等の支払額 △169,284 △154,621 

営業活動によるキャッシュ・フロー 339,050 432,005 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

従業員に対する貸付けによる支出 △1,900 △600 

従業員に対する貸付金の回収による収入 9,923 6,202 

有形固定資産の取得による支出 △2,999 △4,678 

投資有価証券の取得による支出 － △74,723 

その他の支出 △4,861 △15 

その他の収入 461 2,299 

投資活動によるキャッシュ・フロー 623 △71,516 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △80,000 － 

リース債務の返済による支出 － △1,360 

親会社による配当金の支払額 △289,346 △173,984 

財務活動によるキャッシュ・フロー △369,346 △175,344 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △6,885 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29,671 178,259 

現金及び現金同等物の期首残高 1,882,749 2,225,737 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,853,078 2,403,996 

蔵王産業株式会社（9986）　平成22年3月期　第2四半期決算短信

88



該当事項事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める環境クリーニング機器事業の割合が90％

超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める環境クリーニング機器事業の割合が90％

超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

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

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

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

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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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