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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 3,675 △22.4 284 △53.9 308 △54.1 157 △57.5
21年3月期第3四半期 4,738 ― 617 ― 671 ― 370 ―

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3四半期 26.95 ―
21年3月期第3四半期 63.38 ―

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3四半期 9,597 8,262 86.1 1,415.11
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3四半期  8,262百万円 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 ― 0.00 ― 30.00 30.00
22年3月期 ― 0.00 ―
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)通期の業績予想につきましては、現時点では平成21年10月26日に発表した予想に変更はありません。 
(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3四半期 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3四半期  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3四半期 5,838,940株 21年3月期第3四半期 5,838,950株
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当第３四半期連結会計期間における我が国経済は、在庫調整の一巡、輸出増加、経済対策等により一部

の経済指標で景気回復の兆しが見受けられたものの、企業収益の低下、設備投資の減少等の影響から雇用

情勢が悪化しており、個人消費は低迷し、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況の中、当社ではこれまでどおり新商品開発、投入に注力するとともに、新規顧客の獲得

のほか、販売促進の強化等に努め、積極的な営業活動を推進してまいりました。 

 しかしながら、当社の主要顧客である製造業においては経費削減意識が強く、それに伴い設備投資が抑

制され、ビルメンテナンス業界においては建設工事の低迷、契約単価の見直し等により引下げ要請の影響

を受けており、当社を取り巻く経営環境は引き続き厳しいものでありました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,675百万円（前年同四半期比22.4％減）、営業利益

は284百万円（前年同四半期比53.9％減）、経常利益は308百万円（前年同四半期比54.1％減）となりまし

た。 

  

(1) 資産負債の増減 

当第３四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、210百万円減少し、9,597

百万円となりました。減少の主な要因は、受取手形及び売掛金が213百万円、商品が110百万円、繰延税金

資産が69百万円減少しましたが、現金及び預金が146百万円、投資有価証券が89百万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232百万円減少し、1,334百万円となりました。減少の主な要因

は、未払法人税等が131百万円、賞与引当金が53百万円、役員退職慰労引当金が34百万円減少したこと等

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21百万円増加し、8,262百万円となりました。この結果、自己

資本比率は、前連結会計年度末より2.1ポイント上昇し、86.1％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、440百万円（前年同四半期比207百万円増）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308百万円、売上債権の減少額が215百万円、たな卸資産の減少額が

110百万円であり、支出の主な要因は、賞与引当金の減少額が53百万円、役員退職慰労引当金の減少額34

百万円、仕入債務の減少額20百万円、法人税等の支払額が231百万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、84百万円（前年同四半期は192百万円の収入）となりました。支出の

主な要因は、投資有価証券の取得が76百万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、177百万円（前年同四半期比192百万円減）となりました。支出の主な

要因は、配当金の支払額が175百万円あったこと等によるものであります。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び同等物は、前連結会計年度末に比べ170百

万円増加し、2,396百万円となりました。 

  

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10月26日に発表した予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,079,724 1,933,443 

受取手形及び売掛金 1,241,476 1,455,318 

有価証券 316,806 292,693 

商品 788,660 899,266 

その他 82,416 150,597 

貸倒引当金 △1,280 △1,345 

流動資産合計 4,507,804 4,729,975 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,303,773 1,354,896 

土地 3,270,925 3,270,925 

その他（純額） 58,132 59,146 

有形固定資産合計 4,632,831 4,684,968 

無形固定資産   

のれん 25,589 40,943 

その他 22,593 13,602 

無形固定資産合計 48,183 54,545 

投資その他の資産   

投資有価証券 126,200 36,390 

その他 285,348 306,182 

貸倒引当金 △2,910 △4,324 

投資その他の資産合計 408,638 338,247 

固定資産合計 5,089,652 5,077,762 

資産合計 9,597,457 9,807,737 
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 224,752 244,768 

未払法人税等 36,836 168,435 

賞与引当金 47,178 100,580 

商品保証引当金 10,500 15,000 

その他 292,810 315,479 

流動負債合計 612,078 844,264 

固定負債   

退職給付引当金 308,029 279,310 

役員退職慰労引当金 140,924 175,649 

再評価に係る繰延税金負債 234,216 234,216 

その他 39,455 33,282 

固定負債合計 722,625 722,458 

負債合計 1,334,703 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 6,564,106 6,581,891 

自己株式 △970 △970 

株主資本合計 10,482,965 10,500,750 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,019 △162 

繰延ヘッジ損益 △4,416 △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 △2,220,211 △2,259,735 

純資産合計 8,262,753 8,241,014 

負債純資産合計 9,597,457 9,807,737 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,738,369 3,675,512 

売上原価 2,160,585 1,640,879 

売上総利益 2,577,783 2,034,632 

販売費及び一般管理費 1,960,055 1,749,842 

営業利益 617,728 284,789 

営業外収益   

受取利息 5,229 2,709 

受取配当金 － 1,831 

有形固定資産売却益 － 4,613 

不動産賃貸料 13,800 13,590 

為替差益 31,054 － 

その他 3,632 1,907 

営業外収益合計 53,715 24,652 

営業外費用   

支払利息 95 － 

為替差損 － 964 

営業外費用合計 95 964 

経常利益 671,349 308,477 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 166 297 

特別利益合計 166 297 

特別損失   

有形固定資産除却損 151 534 

特別損失合計 151 534 

税金等調整前四半期純利益 671,364 308,240 

法人税、住民税及び事業税 275,800 108,750 

法人税等調整額 25,489 42,107 

法人税等合計 301,289 150,857 

四半期純利益 370,074 157,383 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 671,364 308,240 

減価償却費 69,075 69,364 

のれん償却額 15,353 15,353 

賞与引当金の増減額（△は減少） △62,146 △53,402 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,772 28,719 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,240 △34,725 

商品保証引当金の増減額（△は減少） 100 △4,500 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,401 △1,479 

受取利息及び受取配当金 △5,229 △4,540 

支払利息 190 － 

為替差損益（△は益） － 8,580 

有形固定資産売却損益（△は益） － △4,613 

有形固定資産除却損 151 534 

売上債権の増減額（△は増加） 145,692 215,256 

たな卸資産の増減額（△は増加） △227,386 110,362 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,669 8,322 

仕入債務の増減額（△は減少） △49,439 △20,015 

未払金の増減額（△は減少） 25,367 30,205 

未払費用の増減額（△は減少） 1,170 △10,138 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,796 2,218 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 5,350 3,494 

小計 604,902 667,239 

利息及び配当金の受取額 4,792 4,661 

利息の支払額 △95 － 

法人税等の支払額 △376,361 △231,002 

営業活動によるキャッシュ・フロー 233,237 440,898 

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 △12,910 △600 

従業員に対する貸付金の回収による収入 13,679 9,526 

有形固定資産の取得による支出 △3,699 △11,699 

無形固定資産の取得による支出 － △9,936 

投資有価証券の取得による支出 △652 △76,015 

投資有価証券の売却による収入 200,000 － 

その他の支出 △4,893 △24 

その他の収入 656 4,387 

投資活動によるキャッシュ・フロー 192,180 △84,362 

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 － △2,192 

親会社による配当金の支払額 △290,377 △175,367 

財務活動によるキャッシュ・フロー △370,377 △177,560 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △8,581 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,040 170,394 

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 1,937,790 2,396,131 
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該当事項はありません。 

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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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