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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年9月21日～平成21年12月20日） 

（注）当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しており
ません。 

(2) 連結財政状態 

（注）当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については記載しておりません。 
 

(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9月期第1四半期 3,276 ― 480 ― 484 ― 259 ―

21年9月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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9月期第1四半期 104.18 ―

21年9月期第1四半期 ― ―

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9月期第1四半期 13,486 9,358 69.4 3,755.72
21年9月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  9,358百万円 21年9月期  ―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9月期 ― 0.00 ― 22.50 22.50
22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

0.00 ― 22.50 22.50

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年9月21日～平成22年9月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

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 
連結累計期間

6,395 ― 611 ― 615 ― 328 ― 132.00

通期 11,800 ― 1,012 ― 1,020 ― 534 ― 214.63
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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  

（注）当社は、当第１四半期連結会計期間よりマグネ株式会社及び株式会社サングリーンを連結子会社とし、連結決算による開示に変更しておりま
す。 
なお、マグネ株式会社及び株式会社サングリーンは開示府令第19条第８項に規定する特定子会社に該当いたしません。 

(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．その他をご覧ください。 

(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 

１．当社は、当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前期、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減
率等については記載しておりません。 
２．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、４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ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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9月期第1四半期 2,491,880株 21年9月期  2,491,880株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  25株 21年9月期  25株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 2,491,855株 21年9月期第1四半期 2,488,880株
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 当第１四半期連結会計期間における世界経済は、中国をはじめとするアジアでは力強い景気が続く一方、米国や

欧州では景気の二番底懸念を各国政府の財政出動で払拭しつつ緩やかな回復基調を目指すといったように地域的な

バラツキがみられます。 

 我が国経済におきましても、一部の経済指標には財政出動により明るさも見られますが、依然として経済指標は

強弱入り混じっており、財政の舵取りは一層困難となっております。 

 このような環境のなか、道路、ダム工事等の公共工事は減少し、当社の主事業である環境資材事業にも影響はで

てきておりますが、これらの対策として、河川護岸材や落石防止ネット等の環境保護・防災工事を強化することで

業績の拡大を図っております。また、昨年10月には 耐震補強をはじめとする建築・土木構造物の維持補強・補修

工事の材料として高い評価を受けております多機能ポリマーセメントモルタル製造・販売のマグネ株式会社と、森

林保全や緑化環境維持のための植生製品、間伐材製品を製造・販売する株式会社サングリーンの２社を100%子会社

化し、今後拡大が期待される事業への積極的な展開を目指しております。 

 また、産業資材事業では、ＩＴ産業、自動車産業ともに政府の財政出動に支えられた結果、過去のピークには届

きませんが、需要の回復が見られました。 

 当社グループではこのような環境のなか、営業面においては新規案件の発掘、さらに継続案件の確実な成約によ

り売上高の確保に努めるとともに、徹底した生産性改善及び経費の削減を行い利益確保に努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は3,276百万円となりました。利益面におきましては、営業利益

は480百万円、経常利益は484百万円、四半期純利益は259百万円となりました。  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（環境資材事業） 

 環境資材事業では、厳しい経営環境が続く中にあっても、「防災・減災」、「補修・補強」、「自然環境」のニ

ーズに応える当社グループの製品は市場から一定の評価を受けており、売上高は2,896百万円、営業利益は560百万

円となりました。 

（産業資材事業） 

 産業資材事業では、売上高は380百万円でありましたが、昨年9月の鯖江工場閉鎖に伴う生産拠点の集約化等の徹

底的な効率化が奏功し営業利益は86百万円となりました。 

  

（注）当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結会計期間との比

較・分析は行っておりません。  

  

 （1）資産、負債及び純資産の状況 

  ①資産 

    当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、13,486百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金

2,122百万円、受取手形及び売掛金5,340百万円、有形固定資産3,023百万円であります。 

   ②負債 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、4,127百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び

買掛金2,326百万円、未払金447百万円、役員退職慰労引当金614百万円であります。 

   ③純資産 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、9,358百万円となりました。その主な内訳は、利益剰余金

7,353百万円であります。 

  

（注）当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末の記載等は行っ

ておりません。  

  

 （2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,422百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動に使用されたキャッシュ・フローは、382百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益486

百万円、仕入債務の増加額362百万円等の収入と、賞与引当金の減少額177百万円、売上債権の増加額772百万円、

たな卸資産の増加額161百万円、法人税等の支払額317百万円等の支出によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

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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 投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、25百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入450

百万円等の収入と、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出461百万円等の支出によるものでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、99百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出99

百万円等の支出によるものであります。 

  

（注）当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結会計期間との比

較・分析は行っておりません。  

  

   当第１四半期連結会計期間の連結業績は、ほぼ予想どおりに推移しており、平成21年11月２日に発表しました業

績予想に修正はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

（注）当社は、当第１四半期連結会計期間よりマグネ株式会社及び株式会社サングリーンを連結子会社とし、連

結決算による開示に変更しております。   

    なお、マグネ株式会社及び株式会社サングリーンは開示府令第19条第８項に規定する特定子会社に該当い

たしません。  

  

  

  （簡便な会計処理） 

①棚卸資産の評価方法 

           前事業年度末の実地棚卸高を基礎として継続記録法により棚卸高を算定している棚卸資産については、当第

１四半期連結会計期間末の実地棚卸を省略しております。 

      また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却可能価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②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。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、

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場合に、前事業年度決算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り算定しております。なお、前事業年度以降に経営

環境等に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前事業年

度決算において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを

利用する方法によっております。 

  

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

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１四半期連結会計期間末
(平成21年12月20日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,122,419

受取手形及び売掛金 5,340,869

商品及び製品 1,079,088

仕掛品 198,361

原材料及び貯蔵品 485,080

繰延税金資産 131,689

その他 34,162

貸倒引当金 △18,230

流動資産合計 9,373,441

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 2,808,555

減価償却累計額 △1,696,451

建物及び構築物（純額） 1,112,103

機械装置及び運搬具 2,073,557

減価償却累計額 △1,678,176

機械装置及び運搬具（純額） 395,381

土地 1,354,120

建設仮勘定 1,785

その他 819,719

減価償却累計額 △659,722

その他（純額） 159,997

有形固定資産合計 3,023,387

無形固定資産  

ソフトウエア 87,834

のれん 281,300

その他 23,481

無形固定資産合計 392,616

投資その他の資産  

投資有価証券 180,289

繰延税金資産 375,286

その他 193,551

貸倒引当金 △52,208

投資その他の資産合計 696,918

固定資産合計 4,112,923

資産合計 13,486,364
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月20日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 2,326,649

1年内返済予定の長期借入金 5,000

未払金 447,153

未払法人税等 131,907

賞与引当金 124,540

設備関係支払手形 101,684

その他 192,602

流動負債合計 3,329,538

固定負債  

役員退職慰労引当金 614,392

退職給付引当金 183,731

固定負債合計 798,124

負債合計 4,127,662

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,025,977

資本剰余金 985,605

利益剰余金 7,353,790

自己株式 △34

株主資本合計 9,365,338

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △6,636

評価・換算差額等合計 △6,636

純資産合計 9,358,701

負債純資産合計 13,486,364
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成21年12月20日) 

売上高 3,276,921

売上原価 1,882,852

売上総利益 1,394,068

販売費及び一般管理費 913,562

営業利益 480,506

営業外収益  

受取利息 1,944

受取配当金 845

その他 2,059

営業外収益合計 4,849

営業外費用  

支払利息 12

減価償却費 533

その他 0

営業外費用合計 545

経常利益 484,809

特別利益  

固定資産売却益 11

貸倒引当金戻入額 1,862

特別利益合計 1,873

税金等調整前四半期純利益 486,683

法人税、住民税及び事業税 117,480

法人税等調整額 109,590

法人税等合計 227,070

四半期純利益 259,612
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成21年12月20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 486,683

減価償却費 85,434

長期前払費用償却額 189

のれん償却額 4,427

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,273

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △578

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,622

賞与引当金の増減額（△は減少） △177,195

受取利息及び受取配当金 △2,789

支払利息 12

為替差損益（△は益） △408

有形固定資産売却損益（△は益） △11

売上債権の増減額（△は増加） △772,288

たな卸資産の増減額（△は増加） △161,905

仕入債務の増減額（△は減少） 362,106

その他 108,760

小計 △67,215

利息及び配当金の受取額 1,942

利息の支払額 △16

法人税等の支払額 △317,141

営業活動によるキャッシュ・フロー △382,430

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 450,000

有形固定資産の取得による支出 △1,719

有形固定資産の売却による収入 30

無形固定資産の取得による支出 △11,489

投資有価証券の取得による支出 △900

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△461,796

保険積立金の積立による支出 △642

貸付金の回収による収入 1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,017

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △99,825

配当金の支払額 △73

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,898

現金及び現金同等物に係る換算差額 408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △506,937

現金及び現金同等物の期首残高 1,929,356

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,422,419
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 該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年９月21日 至平成21年12月20日） 

（注）１．事業区分の方法 

      事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主要な製品 

    （1） 環境資材事業・・・盛土補強材、土木シート、接着アンカー、海洋汚濁防止膜、オイルフェンス、 

                暗渠排水材、多機能特殊ポリマーセメントモルタル、植生製品、間伐材製品 

    （2） 産業資材事業・・・細巾織物二次製品、精密機器洗浄用ワイピングクロス、不織布   

  

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年９月21日 至平成21年12月20日）において、本邦以外の国又は地域に

所在する連結子会社及び重要な支店がないため、該当事項はありません。 

  

   

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年９月21日 至平成21年12月20日）において、海外売上高がないため、

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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
環境資材事業
（千円）  

産業資材事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,896,209  380,711  3,276,921  －  3,276,921

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5  45,289  45,295  (45,295)  －

  計  2,896,215  426,000  3,322,216  (45,295)  3,276,921

 営業利益  560,946  86,736  647,683  (167,176)  480,506

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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【参考資料】 
前事業年度末及び前第１四半期会計期間に係る財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月20日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,929,356

受取手形及び売掛金 4,455,313

商品及び製品 973,204

仕掛品 165,320

原材料及び貯蔵品 434,767

繰延税金資産 223,796

その他 48,024

貸倒引当金 △18,914

流動資産合計 9,210,868

固定資産  

有形固定資産  

建物 2,512,636

減価償却累計額 △1,476,496

建物（純額） 1,036,140

構築物 213,067

減価償却累計額 △163,976

構築物（純額） 49,090

機械及び装置 1,981,240

減価償却累計額 △1,595,789

機械及び装置（純額） 385,450

車両運搬具 24,282

減価償却累計額 △20,532

車両運搬具（純額） 3,750

工具、器具及び備品 761,184

減価償却累計額 △631,947

工具、器具及び備品（純額） 129,237

土地 1,351,989

建設仮勘定 1,102

有形固定資産合計 2,956,762

無形固定資産  

ソフトウエア 83,789

その他 13,695

無形固定資産合計 97,484

投資その他の資産  

投資有価証券 182,983

繰延税金資産 356,008

その他 190,586

貸倒引当金 △52,900

投資その他の資産合計 676,678

固定資産合計 3,730,925

資産合計 12,941,793
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（単位：千円）

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月20日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 1,895,016

1年内返済予定の長期借入金 12,500

未払金 361,092

未払法人税等 321,633

賞与引当金 288,650

設備関係支払手形 11,178

その他 104,345

流動負債合計 2,994,416

固定負債  

役員退職慰労引当金 608,970

退職給付引当金 181,109

固定負債合計 790,080

負債合計 3,784,496

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,025,977

資本剰余金 985,605

利益剰余金 7,150,244

自己株式 △34

株主資本合計 9,161,792

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △4,495

評価・換算差額等合計 △4,495

純資産合計 9,157,297

負債純資産合計 12,941,793
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（注）当社は、当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、　　　個別財務諸表を参考資料として記載しております。



（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成20年12月20日) 

売上高 3,315,566

売上原価 1,978,176

売上総利益 1,337,389

販売費及び一般管理費 957,039

営業利益 380,349

営業外収益  

受取利息 1,816

受取配当金 401

その他 2,099

営業外収益合計 4,316

営業外費用  

支払利息 65

為替差損 1,761

その他 52

営業外費用合計 1,879

経常利益 382,786

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 1,628

特別利益合計 1,628

特別損失  

固定資産売却損 1,533

固定資産除却損 129

特別損失合計 1,663

税引前四半期純利益 382,752

法人税、住民税及び事業税 54,462

法人税等調整額 110,368

法人税等合計 164,830

四半期純利益 217,921

- 12 -

前田工繊㈱（7821）　平成22年９月期第１四半期決算短信

y_hashimoto
テキストボックス
（注）当社は、当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、　　　個別財務諸表を参考資料として記載しております。



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成20年12月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 382,752

減価償却費 100,591

長期前払費用償却額 357

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,426

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △45,833

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,085

賞与引当金の増減額（△は減少） △174,822

受取利息及び受取配当金 △2,217

支払利息 65

為替差損益（△は益） 1,761

有形固定資産売却損益（△は益） 1,533

有形固定資産除却損 129

売上債権の増減額（△は増加） △588,082

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,427

仕入債務の増減額（△は減少） 332,953

その他 148,567

小計 161,842

利息及び配当金の受取額 1,586

利息の支払額 △70

法人税等の支払額 △148,488

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,869

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 △82,574

有形固定資産の売却による収入 228

無形固定資産の取得による支出 △14,421

投資有価証券の取得による支出 △1,231

保険積立金の積立による支出 △642

貸付金の回収による収入 1,650

その他 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,970

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △7,500

配当金の支払額 △48,415

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,915

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △139,777

現金及び現金同等物の期首残高 1,676,124

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,536,346
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