
平成21年9月期 決算短信（非連結） 
平成21年11月18日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本乾溜工業株式会社 上場取引所 福 

コード番号 1771 URL http://www.kanryu.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 内倉 貢

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 池田 秀孝 TEL 092-632-1050
定時株主総会開催予定日 平成21年12月18日 配当支払開始予定日 平成21年12月21日

有価証券報告書提出予定日 平成21年12月18日

1.  21年9月期の業績（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期 9,944 △6.6 157 △28.6 159 △26.4 173 △21.2

20年9月期 10,652 5.5 220 65.7 216 71.7 219 101.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年9月期 29.65 11.14 12.1 3.1 1.6
20年9月期 38.42 15.87 17.2 4.2 2.1

（参考） 持分法投資損益 21年9月期  ―百万円 20年9月期  ―百万円

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9月期 5,181 1,505 29.1 94.78
20年9月期 5,044 1,355 26.9 64.97

（参考） 自己資本   21年9月期  1,505百万円 20年9月期  1,355百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年9月期 345 △211 △145 644
20年9月期 257 3 △264 655

2.  配当の状況 

（注） 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況であります。当社が発行する普通株式と権利の異なる種類株式(非上場)の配当状況については、
３ページ「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。また、22年９月期(予想)の配当性向は、優先株式の配当金が未定のため、当期の優先株式の配当年率
を使用した配当金を控除した１株当たり当期純利益で算出しております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

20年9月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 5 2.6 1.5
21年9月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 5 3.4 1.1

22年9月期 
（予想）

― 0.00 ― 1.00 1.00 5.5

3.  22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22年9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）通期の１株当たり当期純利益は、優先株式の配当金が未定のため、当期の優先株式の配当年率を使用した配当金を当期純利益から控除し、 
   算出しております。 

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

7,493 15.5 485 59.6 477 55.9 470 45.3 92.15

通期 10,400 4.6 140 △11.3 130 △18.5 115 △33.6 18.23
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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） 21年9月期 5,102,000株 20年9月期 5,102,000株

② 期末自己株式数 21年9月期  1,762株 20年9月期  1,341株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

22年９月期の業績予想は、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数
値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、４ページ「1. 経営成績 (1) 経営成績に関する分析 次期の見通し」をご参照く 
ださい。 
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（参考情報） 

1．22年９月期の業績予想について 

 平成21年10月１日付けで子会社を設立しておりますので、平成22年9月期からは連結決算での開示となり

ます。なお、平成22年９月期の連結業績予想は、以下のとおりであります。 

  

22年９月期の連結業績予想（平成21年10月１日～平成22年９月30日） 

 

 
(注） 通期の１株当たり当期純利益は、優先株式の配当金が未定のため、当期の優先株式の配当年率を使用した配当

金を当期純利益から控除し、算出しております。 

  

  

2．種類株式の配当の状況 

普通株式と権利の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当総額は、以下のとおりでありま

す。 

 
（注）22年９月期の予想につきましては、配当年率が平成22年10月１日の日本円TIBOR(６ヶ月物）に1.5％を加えた率

によるため、現時点では未定とさせていただきます。 
    

  

(％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)

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 7,505 ─ 490 ─ 480 ─ 473 ─ 92 74

通 期 10,420 ─ 146 ─ 131 ─ 115 ─ 18 33

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)(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 百万円

第１回優先株式

20年９月期 ― 0 00 ― 12 00 12 00 24

21年９月期 ― 0 00 ― 11 00 11 00 22

22年９月期(予想) ― 0 00 ― ─ ─ ―
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当社が主力事業とする土木建設業界におきましては、国・地方公共団体の厳しい財政状況を反映し、

経常的な公共投資は引き続き縮減傾向が続いております。また、昨年秋からの世界的な金融市場の混乱

から景気後退が深刻化する状況となり、急速な景気の後退に歯止めをかけるため、平成21年4月に政府

による追加経済対策（景気対策）が実施され、公共投資は幾分増加傾向にありますが、不透明感は払拭

できず、依然として厳しい経営環境が続いております。 

このような経営環境の下で当社は、当期が最終年度となります「新３か年経営計画（平成19年9月期

～平成21年9月期）」を基本として、現況に即したローリングプランとしての単年度の「第72期（平成

21年9月期）経営計画」を策定し、福岡地区の営業強化、明日を担う新卒者や技術者の確保、新商品・

新工法の取り組み等を着実に実行することで、経営基盤をより強固なものとし、企業価値の向上に努め

てまいりました。 

当期は、経常的な公共工事の減少や価格競争が激化する中、地域に根ざした営業活動を展開し、下期

以降につきましては、政府の追加経済対策による公共工事の受注環境に改善傾向が見られる中で、積極

的な受注活動を展開いたしました。さらに、官公庁・企業等へ向けての防災安全衛生用品の販売強化を

実施してまいりました。 

売上高につきましては、新型インフルエンザ（Ｈ１Ｎ１）流行の兆しにより、感染症対策用品の需要

が高まり、マスクを中心に防災安全衛生用品の売上高が増加いたしました。また、政府の追加経済対策

が実施され、工事に関連する商品の販売で売上高を伸ばしましたものの、同対策として発注された公共

工事が当期で完成に至らず、前期のような大型工事の売上高の計上がなかったことで、工事部門の売上

高の減少が響き、99億44百万円（前期比6.6％減、７億７百万円減）となりました。 

営業利益につきましては、全社一丸となり原価管理の徹底、経費削減に努めましたが、工事部門の売

上高の減少が響き、１億57百万円（同28.6％減、63百万円減）となり、経常利益につきましても、１億

59百万円（同26.4％減、57百万円減）となりました。 

当期純利益につきましては、投資有価証券売却益を９百万円、保険解約返戻金を19百万円特別利益と

して計上いたしましたので、１億73百万円（同21.2％減、46百万円減）となりました。 

  

(次期の見通し） 

次期（平成22年９月期）の見通しにつきましては、新政府による抜本的な公共投資の見直しが実施

されるとともに、県や市などの地方公共団体についても、財政事情の厳しさは増しており、国・地方

公共団体に対する公共事業の受注環境は、厳しい状況が続くものと予想しております。 

売上高のうち、完成工事高につきましては、政府の追加経済対策により発注された公共工事の完成

が繰り越していることから、増加を見込んでおります。 

商品売上高につきましては、新型インフルエンザ等の影響をうけ、感染症対策等の防災安全衛生用

品の増加を見込んでおりますが、今後の公共投資動向が不透明なため、工事に係る商品販売高がその

影響を受けることで減少を見込んでおります。 

また、製品売上高につきましては、自動車業界全体は幾分持ち直してきていますが、タイヤの生産

量は当期並みを予想し、製品（ゴム加硫剤）売上高も当期並みを見込んでいることから、合計の売上

高は、4.6％増の104億円を見込んでおります。 

利益面につきましては、売上高の増加は見込んでいるもの、競争の激化から売上総利益率は当期並

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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みを予想する一方、明日を担う若手社員の採用や、積極的な営業展開を実施するための販売促進を

予想しており、販売管理費の増加が見込まれることから、営業利益で１億40百万円、経常利益で１億

30百万円、当期純利益で１億15百万円を見込んでおります。 

なお、平成21年10月１日付けで子会社を設立しておりますので、平成22年９月期からは連結決算で

の開示となります。平成22年９月期の連結業績につきましては、売上高104億円、営業利益１億46百

万円、経常利益１億31百万円、当期純利益１億15百万円を見込んでおります。 

  

①資産、負債、純資産の状況 

当期末の総資産は、51億81百万円（前期末比2.7％増、１億37百万円増）となりました。 

 流動資産は、次期繰越工事の増加により未成工事支出金が71百万円増加しましたが回収により売上債

権が１億３百万円減少したことで、26億48百万円（前期末比1.6％減、42百万円減）となりました。 

固定資産は、黒崎工場の土地、大分支店の土地及び事務所・倉庫並びに工事施工機器の購入等の設備

投資を２億63百万円実施しましたが、減価償却費を74百万円実施したことで有形固定資産が１億89百万

円増加したことから、25億32百万円（前期末比7.7％増、１億80百万円増）となりました。 

負債は、仕入債務が１億87百万円増加しましたが、返済により借入金が１億16百万円減少したこと、

役員退職慰労金制度の廃止に伴い役員退職慰労引当金が42百万円減少したことにより36億76百万円（前

期末比0.3％減、12百万円減）となりました。 

純資産は、前期末の株主配当により利益剰余金が29百万円減少しましたが、当期純利益を１億73百万

円計上し、15億５百万円（前期末比11.1％増、１億50百万円増）となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べて11百万円減少し、６億44百万円となりまし

た。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益を1億87百万円計上したことに加え、売

上債権が１億３百万円減少、仕入債務が１億87百万円増加したことで４億78百万円資金が増加しまし

たが、たな卸資産が51百万円増加したこと、役員退職慰労金を45百万円支給したことにより資金が96

百万円減少したために３億45百万円の資金の増加となりました。 

  

（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、保険積立金の解約により資金が28百万円、投資有価証券の

売却により10百万円資金が増加しましたが、黒崎工場の土地及び大分支店の土地及び事務所・倉庫取

得等により資金が２億50百万円減少し、２億11百万円の資金の減少となりました。 

  

（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、運転資金及び設備資金の借入れにより資金が６億円増加し

ましたが、借入金の返済により７億16百万円、前期末の株主配当金の支払により29百万円資金が減少

し、１億45百万円の資金の減少となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析

日本乾溜工業㈱（1771）　平成21年９月期決算短信（非連結）

－5－



(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 （注)自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

①株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

②営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用し

ております。 

③有利子負債は、貸借対照表に記載されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としており

ます。また、利払いについては、キャッシュフロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

当社は、株主各位への利益還元を経営の最重要課題と認識しており、安定的な経営基盤の確保に努

め、株主配当につきましても安定的に継続することを重視するとともに業績に応じた利益還元策を持続

していくことを基本方針としております。 

当期の配当につきましては、普通株式１株当たり１円、優先株式につきましては発行要領の定めに従

い、１株当たり11円の配当を実施することを予定しております。 

また、次期の配当につきましては、普通株式１株当たり１円、優先株式につきましては発行要領の定

めに従い、配当を実施することを予定しております。 

  

当社の経営成績、財政状態及び株価等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクに

は、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、平成21年11月18日現在において、当社が判断したものであり

ます。 

① 公共事業の削減による官公庁工事の減少 

当社の経営成績は、国及び地方自治体の公共投資予算を反映します。土木建設事業部門において、

国及び地方自治体が発注する公共事業が一般に想定される規模を超えて削減された場合には、当社の

経営成績、財務状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 取引先の信用不安によるリスク 

当社は、受注に際して信用リスクの回避には最大限に注意しているところでありますが、建設市場

全体が縮小傾向を続けるなか、注文者である取引先が信用不安に陥った場合には、当社の経営成績、

財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期

自己資本比率 21.5％ 22.6％ 26.9％ 29.1％

時価ベースの自己資本比率 15.6％ 12.1％ 12.7％ 13.4％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

3.6 18.0 4.2 2.8

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

17.8 2.4 7.6 12.5

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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③ 労災事故等によるリスク 

当社の土木建設事業部門においては、重大な労災事故、第三者事故等を惹起すると、発注者から指

名停止等の処分を受け、その後の受注に影響を及ぼす可能性があります。 

また、化学品工場においては、原材料に可燃性の高い硫黄を扱うために火災が発生した場合、火災の

規模によっては、その後の生産体制に影響を及ぼす可能性があります。 

  

   該当事項はありません。 

  

最近の有価証券報告書（平成20年12月19日提出）における「事業の内容」から重要な変更がないため、

「事業の内容」の開示を省略しております。 

  

当社は、経営環境の変化に柔軟に対応し、より高い企業価値を実現するために、平成22年9月期を初

年度とする「新中期（新３ヶ年）経営計画」を策定いたしました。 

「環境にやさしく安全な社会の創造に向けてあくなき挑戦を続ける」という経営理念のもと、新中期

（３ヶ年）基本方針の主体をなすものとして、高い企業価値を実現するために、コンプライアンスの徹

底を図り、ＣＳＲ（企業の社会的責任）経営を実践するという企業倫理方針を最初に掲げ、企業として

の企業体質の健全性の確保に向けて取り組んでおります。 

さらに過去の反省から、堅実な経営姿勢で臨むとともに企業を継続させるためにも、環境の変化に耐

えうる足腰の強い企業体にすることを「新中期（新３ヶ年）経営計画」の骨格としております。 

  

当社は、「新中期（新３ヶ年）経営計画」に掲げる単年度の損益計画・資金計画の達成を最重要課題

として認識しており、特に安定的な企業価値の向上に繋がる経常利益の増加と当期純利益の増加による

キャッシュ・フローの増加を最重要目標として、収益性の向上・財務体質の充実に取り組んでおりま

す。 

また、労働生産性の向上を目指し、総社員一人当り粗利益（売上総利益）額1千万円を達成すること

を目標に、全社で取り組んでおります。 

  

当社の「新中期（新３ヶ年）経営計画」では、「環境にやさしく安全な社会の創造に向けてあくなき

挑戦を続ける」という経営理念のもと、土木建設、防災安全、化学品の３事業分野を中心に「堅実で足

腰の強い企業体」の実現を目指しております。 

土木建設事業分野におきましては、主力であります防護柵、標識・標示等の交通安全施設設置工事や

法面安定・法面緑化等の法面工事等を中心に、さらにコンクリート構造物等の維持・補修を主体とする

メンテナンス事業や環境関連事業にも注力してまいります。 

当社が提供する価値であります「環境」に関連する事業においては、一昨年、当社の黒崎工場におい

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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て開発・生産を開始した、環境配慮型新製品（透水性自然土固化舗装材：商品名「雑草アタック」）

が、九州各地の自治体への納入実績ができ、また、この製品を使用した法面安定工法である地面被覆工

及び地面被覆工法「マグファイバー工法」（特許取得）につきましても、九州各地の自治体において工

事実績ができてまいりました。「雑草アタック」は、北九州市が実施している北九州エコプレミアムに

おいて、「平成21年度いち押しエコプレミアム」に選定され、また、「マグファイバー工法」は、公共

工事等におけるＮＥＴＩＳ（新技術活用システム）に登録されました。 

このような新商品や新工法の開発等により、既存事業の延長線上に裾野を拡げてまいります。 

また、防災安全事業分野につきましては、当社が提供する価値であります「安全」に関連しまして、

以前より営業しておりました製造業を中心とした企業向けの安全保護具及び保安用品等の販売のみなら

ず、官公庁や民間企業全般に対して、災害に対して備える防災用品の販売について営業を強化しており

ます。災害発生時の非常食料や避難生活用品の入った非常持出袋をはじめ、新型インフルエンザに代表

される感染症対策用マスク等や官公庁向けの防災備蓄関連商品や設備等、防災安全衛生用品の販売を強

化、拡大してまいります。 

当社起業の原点であります化学品事業分野につきましては、タイヤ生産時に使われるゴム加硫剤であ

ります不溶性硫黄を製造しております。自動車業界全体は幾分持ち直してきており、海外における需要

増に活路を見出すとともに、品質の向上と固定費の圧縮による採算性の向上を目指してまいります。 

  

当社の主力事業である土木建設業界につきましては、新政府による抜本的な公共投資の見直しが実施

されるとともに、県や市などの地方公共団体につきましても、財政事情の厳しさは増しており、国・地

方公共団体に対する公共工事の受注環境は、厳しい状況が続くものと予想しております。さらに、失業

率は高水準で推移し、雇用環境は悪化傾向が続いており、景気回復の足取りは重く、引き続き厳しい経

営環境が続くものと予想しております。 

そのような経営環境の中で、急激な経営環境の変化に対応し、より高い企業価値の実現のために「新

中期（３ヶ年）経営計画」を策定いたしました。 

企業の社会的責任を果たし、コンプライアンス体制の定着を図り、「環境にやさしく安全な社会の創

造に向けてあくなき挑戦を続ける」という経営理念のもと、土木建設、防災安全、化学品の３事業分野

を中心に「堅実で足腰の強い企業体」の実現を目指してまいります。 

公共投資は、縮減傾向にありますが、主力の土木建設事業につきましては、既存の交通安全施設工事

や法面工事等を中心に、さらに維持・補修を主体とするメンテナンス事業にも注力してまいります。 

また、当社が事業を通じて社会に提供する価値である『安全』と『環境』を拡充するためにも、防災

安全事業や環境関連事業にも注力し、拡大してまいります。 

さらに、引き続き地域に根ざした営業活動を推進するとともに、他社との技術力による差別化を図る

ため、更なる技術者の育成を目指し、お取引先様へ高品質な工事の施工・商品の提供・製品の開発に努

め、今後も予想される企業間競争を生き抜いてまいります。 

今後、企業価値の向上、配当の継続に向けて、全社一丸となって最大限の努力を払い「新中期（３ヶ

年）経営計画」の完遂を目指しますので、株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援と

ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年9月30日) 

当事業年度 
(平成21年9月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 635,430 624,054

受取手形 504,980 435,606

完成工事未収入金 382,064 351,911

売掛金 800,832 796,728

有価証券 20,168 20,222

未成工事支出金 203,797 274,863

商品 115,935 98,107

製品 9,062 9,409

原材料 6,859 4,646

仕掛品 3,372 3,161

貯蔵品 3,402 3,251

前渡金 － 24,780

前払費用 8,179 2,482

短期貸付金 2,909 1,849

未収入金 5,334 4,584

その他 11,073 12,267

貸倒引当金 △22,000 △19,000

流動資産合計 2,691,402 2,648,927

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  1,027,093 ※1  1,049,199

減価償却累計額 △369,889 △397,954

建物（純額） 657,203 651,245

構築物 82,986 86,559

減価償却累計額 △57,139 △62,937

構築物（純額） 25,847 23,621

機械及び装置 414,094 435,864

減価償却累計額 △343,808 △369,820

機械及び装置（純額） 70,286 66,043

車両運搬具 2,600 2,600

減価償却累計額 △2,495 △2,521

車両運搬具（純額） 104 78

工具、器具及び備品 74,988 72,516

減価償却累計額 △52,476 △55,546

工具、器具及び備品（純額） 22,511 16,969

土地 ※1  887,898 ※1  1,095,648

有形固定資産計 1,663,852 1,853,606

無形固定資産   

ソフトウエア 11,386 8,607

電話加入権 10,648 10,648

その他 － 205

無形固定資産計 22,035 19,461
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年9月30日) 

当事業年度 
(平成21年9月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  431,924 ※1  448,766

出資金 6,240 6,144

長期貸付金 38,548 13,498

従業員に対する長期貸付金 733 333

破産更生債権等 80,908 80,608

長期前払費用 5,056 2,473

保険積立金 9,426 －

差入保証金 211,707 201,751

その他 23,480 23,367

貸倒引当金 △141,266 △117,296

投資その他の資産計 666,759 659,645

固定資産合計 2,352,647 2,532,713

資産合計 5,044,050 5,181,641

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※1  765,715 ※1  866,649

工事未払金 282,022 352,248

買掛金 ※1  698,271 714,734

短期借入金 ※1  400,000 ※1  300,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  154,800 ※1  169,800

未払金 82,991 64,054

未払費用 19,634 20,369

未払法人税等 17,345 17,351

繰延税金負債 1 19

未成工事受入金 91,353 70,939

前受金 3,296 31,047

預り金 4,330 4,500

賞与引当金 － 1,369

株主優待引当金 2,150 2,480

設備関係支払手形 － 11,235

その他 28,196 12,021

流動負債合計 2,550,108 2,638,819

固定負債   

長期借入金 ※1  521,300 ※1  490,250

繰延税金負債 23,275 30,696

退職給付引当金 549,877 515,729

役員退職慰労引当金 42,878 －

その他 1,198 728

固定負債合計 1,138,530 1,037,404

負債合計 3,688,639 3,676,224
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年9月30日) 

当事業年度 
(平成21年9月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 413,675 413,675

資本剰余金   

資本準備金 500,000 500,000

その他資本剰余金 181,697 181,697

資本剰余金合計 681,697 681,697

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 219,977 364,118

利益剰余金合計 219,977 364,118

自己株式 △245 △291

株主資本合計 1,315,104 1,459,198

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,305 46,218

評価・換算差額等合計 40,305 46,218

純資産合計 1,355,410 1,505,417

負債純資産合計 5,044,050 5,181,641
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年10月1日 
 至 平成20年9月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月1日 
 至 平成21年9月30日) 

売上高   

完成工事高 5,419,946 4,596,232

商品売上高 4,769,810 4,938,365

製品売上高 462,456 409,638

売上高合計 10,652,213 9,944,236

売上原価   

完成工事原価 4,441,854 3,761,122

商品売上原価 4,200,894 4,336,859

製品売上原価 327,279 296,753

売上原価合計 8,970,028 8,394,736

売上総利益   

完成工事総利益 978,092 835,109

商品売上総利益 568,916 601,505

製品売上総利益 135,176 112,884

売上総利益合計 1,682,185 1,549,500

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 40,354 33,543

役員報酬 66,120 67,980

従業員給料手当 640,417 646,283

法定福利費 97,885 96,753

福利厚生費 25,044 20,221

交際費 14,573 13,140

旅費及び交通費 30,844 28,815

通信費 41,527 37,853

事務用消耗品費 43,852 35,612

車両費 39,584 37,887

水道光熱費 16,391 15,087

地代家賃 17,036 10,773

支払リース料 65,679 64,268

減価償却費 46,741 48,100

租税公課 35,247 33,879

諸会費 13,917 13,164

貸倒引当金繰入額 39,421 10,798

賞与引当金繰入額 － 1,369

役員退職慰労引当金繰入額 8,721 2,199

退職給付費用 21,943 32,173

株主優待引当金繰入額 2,150 2,480

雑費 153,850 139,331

販売費及び一般管理費合計 1,461,306 1,391,717

営業利益 220,879 157,782
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年10月1日 
 至 平成20年9月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月1日 
 至 平成21年9月30日) 

営業外収益   

受取利息 4,812 2,868

有価証券利息 110 67

受取配当金 8,036 7,117

受取賃貸料 4,239 4,731

受取手数料 6,874 6,658

雑収入 11,853 12,861

営業外収益合計 35,927 34,305

営業外費用   

支払利息 33,802 28,207

手形売却損 4,619 2,900

雑損失 1,677 1,560

営業外費用合計 40,099 32,668

経常利益 216,707 159,420

特別利益   

固定資産売却益 ※1  55,121 －

投資有価証券売却益 － 9,999

保険解約返戻金 － 19,499

特別利益合計 55,121 29,499

特別損失   

固定資産除却損 ※2  81 ※2  56

投資有価証券評価損 37,655 1,419

特別損失合計 37,737 1,475

税引前当期純利益 234,090 187,443

法人税、住民税及び事業税 14,131 14,185

法人税等調整額 △17 17

法人税等合計 14,113 14,202

当期純利益 219,977 173,241
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年10月1日 
 至 平成20年9月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月1日 
 至 平成21年9月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 913,675 413,675

当期変動額   

減資 △500,000 －

当期変動額合計 △500,000 －

当期末残高 413,675 413,675

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 500,000 500,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 500,000 500,000

その他資本剰余金   

前期末残高 － 181,697

当期変動額   

欠損填補 △318,302 －

減資 500,000 －

当期変動額合計 181,697 －

当期末残高 181,697 181,697

資本剰余金合計   

前期末残高 500,000 681,697

当期変動額   

欠損填補 △318,302 －

減資 500,000 －

当期変動額合計 181,697 －

当期末残高 681,697 681,697

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △318,302 219,977

当期変動額   

欠損填補 318,302 －

剰余金の配当 － △29,100

当期純利益 219,977 173,241

当期変動額合計 538,280 144,140

当期末残高 219,977 364,118

利益剰余金合計   

前期末残高 △318,302 219,977
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年10月1日 
 至 平成20年9月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月1日 
 至 平成21年9月30日) 

当期変動額   

欠損填補 318,302 －

剰余金の配当 － △29,100

当期純利益 219,977 173,241

当期変動額合計 538,280 144,140

当期末残高 219,977 364,118

自己株式   

前期末残高 △245 △245

当期変動額   

自己株式の取得 － △46

当期変動額合計 － △46

当期末残高 △245 △291

株主資本合計   

前期末残高 1,095,127 1,315,104

当期変動額   

欠損填補 － －

減資 － －

剰余金の配当 － △29,100

当期純利益 219,977 173,241

自己株式の取得 － △46

当期変動額合計 219,977 144,094

当期末残高 1,315,104 1,459,198

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 104,021 40,305

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △63,715 5,912

当期変動額合計 △63,715 5,912

当期末残高 40,305 46,218

評価・換算差額等合計   

前期末残高 104,021 40,305

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △63,715 5,912

当期変動額合計 △63,715 5,912

当期末残高 40,305 46,218
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年10月1日 
 至 平成20年9月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月1日 
 至 平成21年9月30日) 

純資産合計   

前期末残高 1,199,148 1,355,410

当期変動額   

減資 － －

欠損填補 － －

剰余金の配当 － △29,100

当期純利益 219,977 173,241

自己株式の取得 － △46

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △63,715 5,912

当期変動額合計 156,262 150,006

当期末残高 1,355,410 1,505,417
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年10月1日 
 至 平成20年9月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10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   

税引前当期純利益 234,090 187,443

減価償却費 69,337 78,978

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,581 △26,969

退職給付引当金の増減額（△は減少） △49,104 △34,148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,721 △42,878

賞与引当金の増減額（△は減少） － 1,369

株主優待引当金の増減額（△は減少） 200 330

固定資産売却損益（△は益） △55,121 －

固定資産除却損 81 56

受取利息及び受取配当金 △12,960 △10,053

支払利息 33,802 28,207

投資有価証券評価損益（△は益） 37,655 1,419

投資有価証券売却損益（△は益） － △9,999

保険解約損益（△は益） － △19,499

売上債権の増減額（△は増加） 14,373 103,930

未成工事受入金の増減額（△は減少） △126,311 △20,414

前受金の増減額（△は減少） 1,522 27,750

たな卸資産の増減額（△は増加） 50,558 △51,011

仕入債務の増減額（△は減少） 77,472 187,624

その他 3,714 △25,022

小計 292,614 377,113

利息及び配当金の受取額 12,981 10,072

利息の支払額 △33,875 △27,668

法人税等の支払額 △14,063 △14,131

営業活動によるキャッシュ・フロー 257,657 345,386

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 △258,634 △250,078

有形固定資産の売却による収入 263,888 －

無形固定資産の取得による支出 △2,500 △3,387

投資有価証券の取得による支出 △6,255 △4,926

投資有価証券の売却による収入 － 10,000

貸付けによる支出 △2,500 △3,000

貸付金の回収による収入 10,271 11,259

保険積立金の解約による収入 － 28,926

その他 △1,072 △305

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,197 △211,511
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年10月1日 
 至 平成20年9月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月1日 
 至 平成21年9月30日) 

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） △380,000 △100,000

長期借入れによる収入 250,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △134,000 △166,050

自己株式の取得による支出 － △46

配当金の支払額 － △29,100

財務活動によるキャッシュ・フロー △264,000 △145,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,145 △11,322

現金及び現金同等物の期首残高 658,744 655,599

現金及び現金同等物の期末残高 ※  655,599 ※  644,277
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券 

 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定)

 時価のないもの

  移動平均法による原価法

その他有価証券 

 時価のあるもの

同左 

   

   

   

 時価のないもの

  同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

未成工事支出金

 個別法による原価法

商品

 移動平均法による原価法

製品及び仕掛品

 不溶性硫黄…総平均法による原価法

原材料

 移動平均法による原価法

貯蔵品

 最終仕入原価法による原価法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は、原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）によってお
ります。
未成工事支出金

 同左

商品

 同左

製品及び仕掛品

 不溶性硫黄…同左

原材料

 同左

貯蔵品

 同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

 建物(付属設備を除く)は定額法、そ

の他の資産については定率法によって

おります。

 なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

無形固定資産

 定額法によっております。

 ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用しており

ます。

―――――――

有形固定資産（リース資産を除く）

 同左

無形固定資産（リース資産を除く）

 同左

リース資産
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
リース期間を耐用年数として、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平成20
年3月31日以前の所有権移転外ファイ
ナンス・リース取引については、通
常の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す。

長期前払費用

 定額法によっております。

長期前払費用

 同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

 

貸倒引当金

 同左

賞与引当金

 業績賞与併用型年俸制を全従業員を

対象に導入しております。

 この支給に充てるため、当期に負担

すべき支給見込額が発生した場合には

その見込額を計上しております。 

 

賞与引当金

 同左

株主優待引当金

株主優待制度に伴う費用に備えるた

め、株主優待制度に基づき発生すると

見込まれる額を計上しております。 

 

株主優待引当金

  同左

退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産見込額に基づき、当期末において発

生していると認められる額を計上して

おります。 

 数理計算上の差異については、各期

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）によ

る定率法により、翌期から費用処理す

ることとしております。 

 

退職給付引当金

 同左

役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に充てるた

め、内規に基づく当事業年度末要支給

額を計上しております。

―――――――

５ 完成工事高の計上基準  完成工事高の計上は、工事完成基準

によっております。

同左

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

―――――――

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。

同左

８ 消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理

 消費税及び地方消費税に相当する額

の会計処理は、税抜方式によっており

ます。

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

――――――― （棚卸資産の評価に関する会計基準）
当期より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 企業会計基準第9号 平成18年7月5日
公表）を適用し、評価基準については、原価法から原価
法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価
切下げの方法）に変更しております。

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありませ
ん。 
 

――――――― （リース取引に関する会計基準等）
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

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、当期より「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））を適用
し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっ
ております。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始後で通常の

売買取引に係る方法に準じて会計処理すべきリース取引
はないことから、この変更に伴う損益に与える影響はあ
りません。

また、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所
有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。

【追加情報】

前事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

（固定資産の減価償却方法の変更） ―――――――

 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により償却可能限度額に到達した事業

年度の翌事業年度より、償却可能限度額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却する方法によってお

ります。 

 この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比

べ、売上総利益が2,791千円、営業利益及び経常利益

並びに税引前当期純利益が4,326千円減少しておりま

す。

――――――― （有形固定資産の耐用年数の変更）

 当社の機械装置の耐用年数については、法人税法の

改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４

月30日 法律第23号）により見直しを行い、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。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であ

ります。
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年９月30日)

当事業年度 
(平成21年９月30日)

 

※１ 下記の資産は、短期借入金200,000千円、長期借

入金660,684千円(１年内返済予定の長期借入金 

154,800千円を含む)及び仕入債務34,884千円の担

保に供しております。

建物 469,440千円

土地 587,093

投資有価証券 185,165

計 1,241,699千円
 

※１ 下記の資産は、短期借入金270,273千円、長期借

入金660,050千円(１年内返済予定の長期借入金 

169,800千円を含む)及び仕入債務37,270千円の担

保に供しております。

建物 492,386千円

土地 743,274

投資有価証券 193,998

計 1,429,660千円

 

 ２ 受取手形割引高 200,008千円

   受取手形裏書譲渡高 260,620
 

 ２ 受取手形割引高 270,035千円

   受取手形裏書譲渡高 266,289

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

 

※１ 「固定資産売却益」の内訳は、次のとおりであり

ます。

機械装置売却益 97千円

土地売却益 55,023

計 55,121
 

※１       ―――――――

 

※２ 「固定資産除却損」の内訳は、次のとおりであり

ます。

建物除却損 33千円

機械装置除却損 12

工具器具備品除却損 35

計 81
 

※２ 「固定資産除却損」の内訳は、次のとおりであり

ます。

機械装置除却損 41千円

工具器具備品除却損 15

計 56
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前事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

   
  

   
  

該当事項はありません。 

  

 
  

当事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

   
  

   
（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取請求による増加  421株 

  

該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)

普通株式 5,102,000 ― ― 5,102,000

第１回優先株式 2,000,000 ― ― 2,000,000

合計 7,102,000 ― ― 7,102,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)

普通株式 1,341 ─ ― 1,341

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年12月19日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 5,100 1 平成20年９月30日 平成20年12月22日

第１回
優先株式

利益剰余金 24,000 12 平成20年９月30日 平成20年12月22日

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)

普通株式 5,102,000 ― ― 5,102,000

第１回優先株式 2,000,000 ― ― 2,000,000

合計 7,102,000 ― ― 7,102,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)

普通株式 1,341 421 ― 1,762

３ 新株予約権等に関する事項
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当社には関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年12月19日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 5,100 1 平成20年９月30日 平成20年12月22日

第１回
優先株式

利益剰余金 24,000 12 平成20年９月30日 平成20年12月22日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年12月18日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 5,100 1 平成21年９月30日 平成21年12月21日

第１回
優先株式

利益剰余金 22,000 11 平成21年９月30日 平成21年12月21日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

 

※ 現金及び現金同等物の当事業年度末の残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

現金及び預金勘定 635,430千円

有価証券勘定 20,168

現金及び現金同等物 655,599
 

※ 現金及び現金同等物の当事業年度末の残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年９月30日現在）

現金及び預金勘定 624,054千円

有価証券勘定 20,222

現金及び現金同等物 644,277

(持分法投資損益等)
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(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 
  

 
  

  

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、関連当事者との取引、税効果会計、退職

給付、ストック・オプション等、企業結合等、資産除去債務に関する注記については、決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

１株当たり純資産額 64円97銭 94円78銭

１株当たり当期純利益 38円42銭 29円65銭

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益

15円87銭 11円14銭

項目
前事業年度

(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

１株当たり当期純利益

当期純利益(千円) 219,977 173,241

普通株主に帰属しない金額(千円) 24,000 22,000

（うち優先配当金）（千円） (24,000) (22,000)

普通株式に係る当期純利益(千円) 195,977 151,241

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,100 5,100

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（千円） ― ─

普通株式増加数（千株） 7,246 8,476

（うち優先株式）（千株） (7,246) （8,476)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要

― ─

(開示の省略)
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当社の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であります。事業の中心となっている土木建設事業では

生産実績を定義することが困難であり、また同事業においては請負形態をとっているため販売実績とい

う定義は実態にそぐわないものであります。したがって、事業の種類別ごとに生産規模及び受注規模を

金額あるいは数量で示すことはしておりません。 

なお、参考のため当社の事業の状況のうち、土木建設事業の状況は次のとおりであります。(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。) 

  

 
  

 
  

 
  

5. 生産、受注及び販売の状況

(1) 受注工事高

前事業年度

(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当事業年度

(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

比較増減

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

交通安全施設工事 3,557,772 4,745,413 1,187,640

法面工事 739,956 811,840 71,883

景観工事 313,452 483,454 170,002

その他工事 97,797 266,730 168,933

合計 4,708,979 6,307,439 1,598,459

(2) 完成工事高

前事業年度

(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当事業年度

(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

比較増減

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

交通安全施設工事 4,168,806 3,340,065 △828,742

法面工事 739,814 762,429 22,615

景観工事 360,838 285,666 △75,173

その他工事 150,486 208,071 57,584

合計 5,419,946 4,596,232 △823,715

(3) 次期繰越工事高

前事業年度

(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当事業年度

(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

比較増減

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

交通安全施設工事 541,535 1,946,883 1,405,348

法面工事 176,951 226,362 49,411

景観工事 27,017 224,806 197,788

その他工事 4,420 63,079 58,659

合計 749,925 2,461,131 1,711,206
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(1) 代表者の異動 

 該当事項はありません。 

  

(2) その他の役員の異動 

①新任取締役候補 

 該当事項はありません。 

②新任監査役候補 

該当事項はありません。 

③退任予定取締役 

該当事項はありません。 

④退任予定監査役 

該当事項はありません。 

⑤昇任予定取締役 

専務取締役事業本部長 澤 井  博 美  （現 常務取締役事業本部長） 

  

(3) 執行役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

＜ご参考＞ 新役員体制（平成21年12月18日付予定） 

 
  

  

6. その他

 役員の異動（平成21年12月18日付予定）

 代表取締役社長 内 倉  貢

 専務取締役事業本部長 澤 井 博 美 （昇任）

 常務取締役管理本部長 池 田 秀 孝

  取締役企画管理部長兼務営業推進部長
 兼務福岡県統括部長 武 崎 俊 博

  監査役（常勤） 江 上  純

  監査役（非常勤） 秀 島 正 博

 監査役（非常勤） 永 原  豪

 執行役員北九州本社営業部長 早 田 吉 和

 執行役員事業本部付久留米本社営業部長 水 田  明

   執行役員総務企画部長 後 藤 信 博

  執行役員熊本支店長 下 田 秀 光
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 - 1 - NIPPON KANRYU INDUSTRY CO.,LTD. 

 

 

平成21年11月18日 

福岡市東区馬出一丁目11番11号 

日 本 乾 溜 工 業 株 式 会 社               

 

  

平成21年９月期決算（非連結）概要 
 

 

 

１． 経営成績（要約） 

1）損益計算書                          （単位：百万円、％） 

 

当期の経営成績につきましては、経常的な公共工事の減少や価格競争が激化する中、地域に根ざした営

業活動を展開し、下期以降については、政府の追加経済対策による公共工事の受注環境に増加傾向が見ら

れる中で、積極的な受注活動を展開いたしました。さらに、官公庁・企業等へ向けての防災安全衛生用品

の販売強化を実施いたしました。 

売上高については、新型インフルエンザ（Ｈ１Ｎ１）流行の兆しにより、感染症対策用品の需要が高まり、マス

クを中心に防災安全衛生用品の売上高が増加いたしました。また、政府の追加経済対策が実施され、工事に関連

する商品の販売で売上高を伸ばしたものの、同対策として発注された公共工事が当期で完成に至らず、前期

のような大型工事の売上高の計上がなかったことで、工事部門の売上高の減少が響き、99億44百万円（前

期比6.6％減、７億７百万円減）となりました。 

営業利益については、全社一丸となり原価管理の徹底、経費削減に努めましたが、工事部門の売上高の減少が響き、

１億57百万円（同28.6％減、63百万円減）となり、経常利益についても、１億59百万円（同26.4％減、57百万円減）

となりました。 

当期純利益については、投資有価証券売却益を９百万円、保険積立金解約益を19百万円、特別利益とし

て計上したことにより、１億73百万円（同21.2％減、46百万円減）となりました。 

 

なお、期末配当金につきましては、普通株式１株につき１円を予定しております。 

 

2）部門別売上高                       （単位：百万円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

          期別 

勘定科目 

当 期 

平成21年9月 

前 期

平成20年9月 
 増  減  増減率  

売 上 高 9,944 10,652 △707 △6.6 ３期ぶりの減収 

営 業 利 益 157 220 △63 △28.6 ５期ぶりの減益 

経 常 利 益 159 216 △57 △26.4 ２期ぶりの減益 

当 期 純 利 益 173 219 △46 △21.2 ２期ぶりの減益 

一株当たり当期純利益 29円65銭 38円42銭 △8円77銭 △22.8  

従 業 員 数 175 180 △5 △2.8  

          期別 

勘定科目 

当 期 

平成21年9月 

前 期 

平成20年9月 
 増  減  増減率 

工 事 部 門 4,596 5,419 △823 △15.2 

商 品 部 門 4,938 4,769 168 3.5 

製 品 部 門 409 462 △52 △11.4 

合 計 9,944 10,652 △707 △6.6 

Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 
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２．平成 22 年９月期見通し （平成 21 年 10 月１日～平成 22 年９月 30 日）  

 

個別業績予想                                                     （単位：百万円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

次期（平成22年９月期）の見通しにつきましては、新政府による抜本的な公共投資の見直しが実

施されるとともに、県や市などの地方公共団体についても、財政事情の厳しさは増しており、国・

地方公共団体に対する公共工事の受注環境は、厳しい状況が続くものと予想しております。 

売上高のうち、完成工事高につきましては、前期の政府の追加経済対策により発注された公共工事

が当期に繰り越していることから、前期比増を見込んでおります。 

商品売上高につきましては、新型インフルエンザ等の影響をうけ、感染症対策等の防災安全衛生

用品の増加を見込んでおりますが、今後の公共投資動向が不透明なため、工事に係る商品販売高が

その影響を受けることで前期より減少を見込んでおります。 

また、製品売上高につきましては、自動車業界全体は幾分持ち直してきていますが、タイヤの生

産量は前期並みを予想し、製品（ゴム加硫剤）売上高も前期並みを見込んでいることから、合計の

売上高は、前期比4.6％増の104億円を見込んでおります。 

利益面につきましては、売上高の増加は見込んでいるものの、競争の激化から売上総利益率は前

期並みを予想する一方、明日を担う若手社員の採用や、積極的な営業展開を実施するための販売促

進を予定しており、販売管理費の増加が見込まれることから、営業利益で1億40百万円、経常利益で

1億30百万円、当期純利益で1億15百万円を見込んでおります。 

 

平成22年9月期の期末配当金につきましては、普通株式１株につき１円を予定しております。 

 

なお、平成21年10月1日付けで子会社を設立しておりますので、平成22年9月期からは連結決算で

の開示となります。平成22年９月期の連結業績につきましては、売上高104億円、営業利益１億46百 

  万円、経常利益 1億 31 百万円、当期純利益 1億 15 百万円を見込んでおります。 

 

 

３． その他 

  ① 役員等の異動について 

「平成 21 年 9 月期  決算短信（非連結）27 頁」をご参照下さい。 

 

② 定款一部変更の件について 

別添「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

  ③ 新中期（３ヶ年）経営計画の策定について 

別添『「新中期（３ヶ年）経営計画」の策定について』をご参照下さい。 

 

 

以  上 

       期別 

勘定科目 

平成22年9月期

予 想 

平成21年9月期 

実 績 
増  減 増減率  

売 上 高 10,400 9,944 456 4.6  

営 業 利 益 140 157 △17 △11.3  

経 常 利 益 130 159 △29 △18.5  

当 期 純 利 益  115 173 △58 △33.6  
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