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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年9月21日～平成22年3月20日） 

（注） 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） 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2四半期 6,985 ― 1,004 ― 1,011 ― 535 ―

21年9月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 214.99 ―

21年9月期第2四半期 ― ―

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2四半期 14,249 9,634 67.6 3,866.51
21年9月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  9,634百万円 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  有  
 

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 ― 0.00

22年9月期 
（予想）

― 45.00 45.00

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  有  
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

通期 12,400 ― 1,412 ― 1,420 ― 744 ― 298.90
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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、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、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2四半期 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2四半期  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2四半期 2,491,855株 21年9月期第2四半期 2,488,875株
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 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、中国などアジア新興国を中心にした力強い歩みを見せ、今後も

底堅く推移するものと見込まれております。また、リーマン・ショック発祥の地である米国では、企業部門が景気

の回復を主導する一方で、家計部門の足取りは重く、今後の政府、金融当局の出口戦略の舵取りに注目が集まって

おります。一方、欧州では南欧諸国の財政問題に一定の解決はみられたものの、信用不安が払拭されていないこと

から景気に不透明をもたらしております。 

 我が国経済におきましては、外需が堅調に推移し、設備投資、機械受注、雇用にも下げ止まり感がみられるよう

になり、着実に景気は回復しているものと思われます。とはいうものの、賃金の伸びは限定的で、個人消費に陰り

を与えており、その改善が本格的な景気回復のカギを握るものと思われます。また、深刻化するデフレは、景気の

下振れリスクの一つであり、景気の安定回復には不安が残っております。 

 このような環境のなか、過去 大規模と言われる新年度予算にあっても公共事業費は大幅に減少し、当社の主事

業である環境資材事業にも少なからず影響があるものと思われますが、これらにいち早く対応すべく、河川護岸材

や落石防止ネット等の環境保護・防災工事関連製品の販売を強化することで業績の拡大を図ってまいりました。ま

た、昨年10月に100%子会社化した、耐震補強をはじめとする建築・土木構造物の維持補強・補修工事の材料である

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及び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業績は順調に推移いたしました。 

 また、産業資材事業では、ＩＴ産業、自動車産業ともに政府のエコカー減税、エコカー補助金及びエコポイント

といった財政出動によって消費が押し上げられた結果、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、特に環境保護製品分野及び防災工事関連製品分野

に注力した新規案件の発掘、継続案件の確実な成約、さらに親会社と子会社との連携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２四半期連結累計期間の売上高は6,985百万円となりました。利益面におきましては、営業利益

は1,004百万円、経常利益は1,011百万円、四半期純利益は535百万円となりました。   

 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6,253百万円、営業利益は1,164百

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732百万円でありましたが、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80百万円となりました。 

  

（注）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、前年同四半期連結累計期間との比

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２四半期連結会計期間末における資産合計は、14,249百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金

2,472百万円、受取手形及び売掛金5,794百万円、有形固定資産2,981百万円であります。 

   ②負債 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、4,614百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び

買掛金2,540百万円、未払金398百万円、役員退職慰労引当金610百万円であります。 

   ③純資産 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、9,634百万円となりました。その主な内訳は、利益剰余金

7,629百万円であります。 

  

（注）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。  

  

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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 （2）キャッシュ・フローの状況 

 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、2,072百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、235百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利

益1,002百万円、減価償却費180百万円、仕入債務の増加額575百万円等の収入と、賞与引当金の減少額57百万円、

売上債権の増加額1,226百万円、法人税等の支払額326百万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） 

 投資活動によって得られたキャッシュ・フローは、67百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入

750百万円等の収入と、投資有価証券の取得による支出154百万円、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、160百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出

104百万円、配当金の支払額55百万円等の支出によるものであります。 

  

（注）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、前年同四半期連結累計期間との比

較・分析は行っておりません。  

  

 通期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間の実績及び今後の販売計画等を勘案した結果、平成21年11月

２日の決算発表時に公表いたしました業績予想を上回る見込であるため、本日（平成22年４月26日）開示いたしまし

た「平成22年９月期業績予想の修正に関するお知らせ」にて通期業績予想を修正しております。  

  

  

該当事項はありません。 

（注）当社は、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。  

  

① 簡便な会計処理 

・ 棚卸資産の評価方法 

 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。 

・ 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る場合には、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。 

  

② 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２四半期連結会計期間末
(平成22年３月20日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,472,120

受取手形及び売掛金 5,794,747

商品及び製品 944,785

仕掛品 175,211

原材料及び貯蔵品 476,834

繰延税金資産 201,036

その他 21,191

貸倒引当金 △19,695

流動資産合計 10,066,231

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 2,805,423

減価償却累計額 △1,709,249

建物及び構築物（純額） 1,096,174

機械装置及び運搬具 2,094,590

減価償却累計額 △1,711,163

機械装置及び運搬具（純額） 383,426

土地 1,354,120

その他 837,678

減価償却累計額 △689,747

その他（純額） 147,930

有形固定資産合計 2,981,652

無形固定資産  

ソフトウエア 80,927

のれん 268,017

その他 23,060

無形固定資産合計 372,005

投資その他の資産  

投資有価証券 333,391

繰延税金資産 360,882

その他 184,431

貸倒引当金 △48,864

投資その他の資産合計 829,840

固定資産合計 4,183,497

資産合計 14,249,729
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３月20日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 2,540,014

未払金 398,017

未払法人税等 420,647

賞与引当金 244,128

設備関係支払手形 100,391

その他 112,157

流動負債合計 3,815,356

固定負債  

役員退職慰労引当金 610,230

退職給付引当金 189,354

固定負債合計 799,584

負債合計 4,614,941

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 7,629,894

自己株式 △34

株主資本合計 9,641,442

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △6,654

評価・換算差額等合計 △6,654

純資産合計 9,634,787

負債純資産合計 14,249,729
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成22年３月20日) 

売上高 6,985,231

売上原価 4,104,847

売上総利益 2,880,383

販売費及び一般管理費 1,875,767

営業利益 1,004,615

営業外収益  

受取利息 3,373

受取配当金 845

その他 3,558

営業外収益合計 7,776

営業外費用  

支払利息 13

減価償却費 1,066

その他 0

営業外費用合計 1,080

経常利益 1,011,312

特別利益  

固定資産売却益 11

貸倒引当金戻入額 556

特別利益合計 567

特別損失  

固定資産売却損 100

固定資産除却損 9,540

特別損失合計 9,640

税金等調整前四半期純利益 1,002,239

法人税、住民税及び事業税 411,862

法人税等調整額 54,659

法人税等合計 466,522

四半期純利益 535,716
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成22年３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 1,002,239

減価償却費 180,264

長期前払費用償却額 378

のれん償却額 17,710

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,153

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,740

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,244

賞与引当金の増減額（△は減少） △57,607

受取利息及び受取配当金 △4,218

支払利息 13

為替差損益（△は益） △545

有形固定資産売却損益（△は益） 89

固定資産除却損 9,540

売上債権の増減額（△は増加） △1,226,166

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,795

仕入債務の増減額（△は減少） 575,471

その他 57,860

小計 558,175

利息及び配当金の受取額 4,134

利息の支払額 △20

法人税等の支払額 △326,977

営業活動によるキャッシュ・フロー 235,312

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 750,000

有形固定資産の取得による支出 △54,950

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 △13,431

投資有価証券の取得による支出 △154,032

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 △1,284

貸付金の回収による収入 3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 67,534

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 △104,825

配当金の支払額 △55,804

財務活動によるキャッシュ・フロー △160,629

現金及び現金同等物に係る換算差額 545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 142,763

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 2,072,120
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 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９月21日 至平成22年３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２四半期累計期間（自平成21年９月21日 至平成22年３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２四半期累計期間（自平成21年９月21日 至平成22年３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  6,253,112  732,118  6,985,231  －  6,985,231

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 31  79,968  79,999  (79,999)  －

  計  6,253,143  812,087  7,065,230  (79,999)  6,985,231

 営業利益  1,164,640  80,157  1,244,797  (240,182)  1,004,615

〔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２四半期累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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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年３月20日) 

売上高 6,304,791

売上原価 3,907,959

売上総利益 2,396,831

販売費及び一般管理費 1,818,552

営業利益 578,279

営業外収益  

受取利息 3,277

受取配当金 401

その他 2,991

営業外収益合計 6,670

営業外費用  

支払利息 113

為替差損 1,650

その他 332

営業外費用合計 2,096

経常利益 582,853

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 861

投資有価証券評価損 651

特別損失合計 3,046

税引前四半期純利益 581,435

法人税、住民税及び事業税 229,448

法人税等調整額 39,265

法人税等合計 268,714

四半期純利益 312,721
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年３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 581,435

減価償却費 209,987

長期前払費用償却額 710

貸倒引当金の増減額（△は減少） 38,420

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △43,994

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,906

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,303

受取利息及び受取配当金 △3,678

支払利息 113

為替差損益（△は益） 1,650

有形固定資産売却損益（△は益） 1,533

有形固定資産除却損 861

投資有価証券評価損益（△は益） 651

売上債権の増減額（△は増加） △815,379

たな卸資産の増減額（△は増加） 186,868

仕入債務の増減額（△は減少） 394,405

その他 △9,671

小計 485,517

利息及び配当金の受取額 3,502

利息の支払額 △123

法人税等の支払額 △148,849

営業活動によるキャッシュ・フロー 340,046

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △350,000

定期預金の払戻による収入 430,000

有形固定資産の取得による支出 △205,585

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 △17,775

投資有価証券の取得による支出 △102,430

保険積立金の積立による支出 △1,284

貸付金の回収による収入 3,150

その他 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △243,677

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 △15,000

自己株式の取得による支出 △34

配当金の支払額 △55,697

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,731

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,987

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 1,700,111
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