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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 5,238 7.9 123 ― 53 ― △23 ―
21年3月期第3四半期 4,854 ― △71 ― △90 ― △81 ―

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 △4.77 ―
21年3月期第3四半期 △16.28 ―

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 8,765 3,108 35.5 622.15
21年3月期 8,478 3,174 37.4 635.28

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,108百万円 21年3月期  3,174百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
12.00 12.00

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 7,040 6.3 277 237.6 204 194.4 51 301.9 10.21

                       



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

(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 
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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 5,000,000株 21年3月期  5,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,009株 21年3月期  3,009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 4,996,991株 21年3月期第3四半期 4,996,991株

                       



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前年度後半からの景気の悪化に歯止めが掛かり、部分的に景気

回復の兆しがあるものの、継続的な円高や企業収益の低迷、雇用情勢の悪化などに加えてデフレ圧力が起こるなど、

依然として厳しい状況で推移いたしました。  

 当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましても、公共工事の継続的な削減や民間工事の抑制などによ

り市場規模が縮小し、競争が激しくなっております。また、主要ゼネコンの土木工事受注動向も依然として低迷が続

き、大変厳しい状況で推移いたしました。 

 この様な状況下、当社グループは主要仕入商品単価の低減、引き続きレンタル営業の強化、エコ商品の販売推進を

積極的に進めてまいりました。また、シレドシステム等の高速道路関連商品におきましては、高速道路利用の増加に

より安全対策や渋滞対策等に不可欠なものになっており、更なる利便性の向上と提案型営業の推進に努めてまいりま

した。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高5,238百万円（対前年同期比7.9％増）、営業利益123

百万円（前年同期は71百万円の損失）、経常利益53百万円（前年同期は90百万円の損失）、四半期純損失23百万円

（前年同期は81百万円の損失）となりました。  

  

  当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して287百万円増加し8,765百万円となりまし

た。この主な要因は、現金及び預金の増加135百万円、受取手形及び売掛金の増加78百万円、繰延税金資産の減少13

百万円、投資有価証券の減少28百万円、リース資産の増加203百万円によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して353百万円増加し5,657百万円となりまし

た。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加124百万円、賞与引当金の減少30百万円、退職給付引当金の増加14

百万円、リース債務の増加201百万円であります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末と比較して65百万円減少し3,108百万円となりま

した。この主な要因は、当四半期純損失23百万円、配当金の支払59百万円、その他有価証券評価差額金の減少18百万

円であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第３四半期連結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。）は、 前連結会計年度末に比

べ135百万円増加の2,671百万円となりました。なお、当四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況

は以下のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は294百万円となりました。 

 この内訳の主なものは、収入では税金等調整前四半期純利益43百万円、減価償却費151百万円、仕入債務の増

加124百万円、支出では売上債権の増加78百万円、レンタル資産取得による支出61百万円であります。 

 （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13百万円となりました。 

 この内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出11百万円、貸付けによる支出5百万円であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果、使用した資金は145百万円となりました。 

 この内訳は、借入金の減少28百万円、配当金の支払59百万円、リース債務の返済による支出56百万円でありま

す。  

  

 当社グループを取り巻く事業環境は、厳しい状況が続くと思われますが当第３四半期連結会計期間の業績は概ね予

想どおり推移しており、平成21年10月30日に公表いたしました業績予想の変更はありません。 

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

３．連結業績予想に関する定性的情報

                       



   

  該当事項はありません。 

  

①  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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等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３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

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  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いては、連結会計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。 

④  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ては、加味する加減算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

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・

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。 

  

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

                       



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 2,671,257 2,536,093

受取手形及び売掛金 2,124,717 2,046,334

商品及び製品 757,294 752,164

原材料 124,298 140,466

繰延税金資産 41,368 54,405

その他 40,005 89,684

貸倒引当金 △22,800 △22,000

流動資産合計 5,736,141 5,597,148

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 629,425 660,945

レンタル資産（純額） 112,708 102,574

土地 1,287,446 1,287,446

リース資産（純額） 414,882 211,506

その他（純額） 27,082 25,409

有形固定資産合計 2,471,545 2,287,881

無形固定資産 16,871 17,916

投資その他の資産   

投資有価証券 375,577 404,062

その他 198,095 213,969

貸倒引当金 △32,279 △42,443

投資その他の資産合計 541,394 575,589

固定資産合計 3,029,811 2,881,387

資産合計 8,765,952 8,478,535

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 895,061 770,936

短期借入金 1,772,500 1,696,000

1年内返済予定の長期借入金 230,000 935,000

リース債務 93,799 51,311

未払法人税等 35,543 15,732

賞与引当金 36,461 67,294

その他 206,403 139,537

流動負債合計 3,269,768 3,675,811

固定負債   

長期借入金 1,715,000 1,115,000

リース債務 324,120 165,362

長期未払金 72,199 86,518

                       



（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) 

再評価に係る繰延税金負債 126,530 126,530

退職給付引当金 148,963 134,107

その他 479 720

固定負債合計 2,387,294 1,628,239

負債合計 5,657,062 5,304,051

純資産の部   

株主資本   

資本金 886,000 886,000

資本剰余金 968,090 968,090

利益剰余金 2,601,232 2,685,043

自己株式 △828 △828

株主資本合計 4,454,493 4,538,304

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △61,599 △79,815

土地再評価差額金 △1,284,003 △1,284,003

評価・換算差額等合計 △1,345,603 △1,363,819

純資産合計 3,108,890 3,174,484

負債純資産合計 8,765,952 8,478,535

                       



（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 4,854,894 5,238,605

売上原価 2,655,541 2,812,171

売上総利益 2,199,352 2,426,434

販売費及び一般管理費 2,271,194 2,302,911

営業利益又は営業損失（△） △71,841 123,522

営業外収益   

受取利息 6,767 5,157

受取配当金 2,617 2,970

投資有価証券評価益 3,081 －

受取保険金 － 4,027

貸倒引当金戻入額 3,600 －

その他 13,780 10,905

営業外収益合計 29,845 23,061

営業外費用   

支払利息 44,990 47,292

投資有価証券評価損 － 43,329

その他 3,766 2,906

営業外費用合計 48,756 93,528

経常利益又は経常損失（△） △90,752 53,055

特別損失   

固定資産除却損 5,967 1,166

投資有価証券評価損 － 3,372

会員権売却損 5,373 －

会員権評価損 － 4,400

減損損失 － 693

特別損失合計 11,341 9,633

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△102,093 43,422

法人税、住民税及び事業税 34,697 54,232

法人税等調整額 △55,433 13,036

法人税等合計 △20,736 67,269

四半期純損失（△） △81,356 △23,846

                       



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△102,093 43,422

減価償却費 86,892 151,496

減損損失 － 693

投資有価証券評価損益（△は益） △3,081 43,329

固定資産除却損 5,967 1,166

投資有価証券評価損 － 3,372

会員権売却損益（△は益） 5,373 －

会員権評価損 － 4,400

レンタル資産取得による支出 △22,085 △61,837

受取利息及び受取配当金 △9,609 △8,128

支払利息 44,990 47,292

売上債権の増減額（△は増加） 166,984 △78,383

たな卸資産の増減額（△は増加） △67,854 11,037

仕入債務の増減額（△は減少） △62,757 124,124

その他 △13,312 53,016

小計 29,413 335,002

利息及び配当金の受取額 9,633 8,256

利息の支払額 △32,508 △44,851

法人税等の支払額 △192,194 △43,494

法人税等の還付額 － 39,154

営業活動によるキャッシュ・フロー △185,655 294,068

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △41,700 －

有形固定資産の取得による支出 △5,732 △11,069

貸付けによる支出 △1,700 △5,350

貸付金の回収による収入 1,431 2,537

その他の支出 △6,474 △2,289

その他の収入 3,532 2,616

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,643 △13,554

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） 126,500 76,500

長期借入れによる収入 250,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △385,000 △905,000

リース債務の返済による支出 － △56,888

配当金の支払額 △59,854 △59,961

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,354 △145,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △304,653 135,164

現金及び現金同等物の期首残高 2,693,022 2,536,093

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,388,368 2,671,257

                       



 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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