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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 1,293 △7.8 112 △35.5 122 △33.8 87 △12.9
22年３月期第１四半期 1,402 △11.8 174 △13.2 184 △12.1 100 △13.1

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

23年３月期第１四半期 14 98 ―
22年３月期第１四半期 17 20 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 9,714 8,272 85.2 1,416 78
22年３月期 9,835 8,312 84.5 1,423 61

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 8,272百万円 22年３月期 8,312百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ― ― ― 18 00 18 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) ― ― 18 00 18 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 2,675 10.8 264 43.6 276 39.5 129 28.4 22 24
通期 5,350 5.0 529 10.8 552 10.0 259 27.4 44 49

USR111
財務かき



 

 

 
(注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・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条件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、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

４．その他（詳細は、【添付資料】Ｐ.4「その他」をご覧下さい。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ―社 (          ― )、除外  ―社 (          ― )

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

（注）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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期１Ｑ 5,840,000株 22年３月期 5,840,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,060株 22年３月期 1,060株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,838,940株 22年３月期１Ｑ 5,838,940株

(※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、アジア向けの輸出関連を中心とした業種に回復の

兆しがみられるものの、欧州諸国の財政悪化に端を発した株安、円高が進行し、企業収益への影響も懸

念されるなか、引き続きデフレ現象もみられ、個人消費は依然として厳しく、力強さを欠いたまま推移

しました。 

 このような状況のなかで当社は、新商品数機種をあらたに市場に投入するとともに、代理店販売に注

力し、新規顧客の開拓、休眠顧客の掘り起こし等に努め、市場におけるシェアアップを図ってまいりま

した。しかしながら、当社グループの主要顧客である製造業、ビルメンテナンス業ともに依然として設

備投資の抑制傾向が強く、また賃貸オフィスの空室率が高止まりしているため、収益環境が改善され

ず、減収を余儀なくされました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は1,293百万円（前年同期比7.8％減）、営業

利益は112百万円（前年同期比35.5％減）、経常利益は122百万円（前年同期比33.8％減）となり、当四

半期純利益は87百万円（前年同期比12.9％減）となりました。 

 なお、当社グループ（当社及び当社の子会社）は、環境クリーニング機器等以外の事業に関しては重

要性が乏しいと考えられるため、セグメントの記載は省略しております。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して120百万円減少し、

9,714百万円となりました。減少の主な要因は、現金及び預金が104百万円増加したものの、受取手形及

び売掛金が33百万円、商品が39百万円、投資有価証券が102百万円減少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て80百万円減少し、1,442百万円となりました。減少の主な要

因は、退職給付引当金が11百万円増加したものの、未払法人税等が102百万円、賞与引当金が55百万円

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て39百万円減少し、8,272百万円となりました。この結果、

自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して0.7％増加し、85.2％となりました。 

  

（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、53百万円（前年同四半期比103百万円減）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166百万円、売上債権の減少額が33百万円、たな卸資産の減少

額が39百万円であり、支出の主な要因は、賞与引当金の減少額が55百万円、投資有価証券売却益が44百

万円、法人税等の支払額が156百万円あったこと等によるものであります。 

投資活動の結果得られた資金は137百万円（前年同四半期は65百万円の支出）となりました。収入の主

な要因は、投資有価証券の売却による収入が137百万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、84百万円（前年同四半期比50百万円減）となりました。支出の主な要

因は、配当金の支払額が83百万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、前連結会計年度末に比べ

104百万円増加し、2,755百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予

想数値と異なる可能性があります。なお、平成23年3月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業

績予想につきましては、平成22年4月30日公表の業績予想から変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

1.会計処理の原則・手続の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 

 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 

 第21号 平成20年３月31日）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 

  

 2.表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務 

 諸表等規則の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当 

 第１四半期連結累計期間では「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,297,056 2,192,890 

受取手形及び売掛金 1,300,507 1,334,273 

有価証券 458,746 458,712 

商品 674,368 713,961 

その他 87,073 113,151 

貸倒引当金 △1,012 △1,012 

流動資産合計 4,816,741 4,811,978 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,270,367 1,286,248 

土地 3,270,925 3,270,925 

その他（純額） 47,076 51,736 

有形固定資産合計 4,588,368 4,608,910 

無形固定資産   

のれん 15,353 20,471 

その他 22,094 22,955 

無形固定資産合計 37,447 43,427 

投資その他の資産   

投資有価証券 28,200 130,800 

繰延税金資産 133,044 124,651 

その他 114,537 119,340 

貸倒引当金 △3,608 △3,588 

投資その他の資産合計 272,173 371,203 

固定資産合計 4,897,990 5,023,541 

資産合計 9,714,731 9,835,520 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 250,481 251,500 

未払法人税等 62,302 164,399 

賞与引当金 46,887 102,140 

商品保証引当金 12,100 11,400 

その他 322,684 261,571 

流動負債合計 694,455 791,011 

固定負債   

退職給付引当金 324,109 312,550 

役員退職慰労引当金 148,715 144,867 

再評価に係る繰延税金負債 234,216 234,216 

その他 40,757 40,521 

固定負債合計 747,798 732,154 

負債合計 1,442,253 1,523,166 

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 6,593,010 6,610,621 

自己株式 △970 △970 

株主資本合計 10,511,869 10,529,480 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 5,926 

繰延ヘッジ損益 △15,576 761 

土地再評価差額金 △2,223,814 △2,223,814 

評価・換算差額等合計 △2,239,391 △2,217,127 

純資産合計 8,272,477 8,312,353 

負債純資産合計 9,714,731 9,835,520 
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,402,792 1,293,853 

売上原価 636,935 604,697 

売上総利益 765,856 689,156 

販売費及び一般管理費 591,339 576,542 

営業利益 174,517 112,613 

営業外収益   

受取利息 1,304 615 

受取配当金 450 2,200 

有形固定資産売却益 2,412 138 

不動産賃貸料 4,530 4,530 

その他 1,204 1,994 

営業外収益合計 9,900 9,478 

経常利益 184,417 122,091 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 44,952 

特別利益合計 － 44,952 

特別損失   

有形固定資産除却損 67 89 

特別損失合計 67 89 

税金等調整前四半期純利益 184,350 166,954 

法人税、住民税及び事業税 41,000 58,200 

法人税等調整額 42,904 21,264 

法人税等合計 83,904 79,464 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 87,489 

少数株主利益 － － 

四半期純利益 100,446 87,489 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30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 184,350 166,954 

減価償却費 22,953 21,548 

のれん償却額 5,117 5,117 

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,453 △55,253 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,986 11,559 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,335 3,848 

商品保証引当金の増減額（△は減少） △600 700 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △900 20 

受取利息及び受取配当金 △1,754 △2,815 

為替差損益（△は益） △1,762 3,003 

投資有価証券売却損益（△は益） － △44,952 

有形固定資産売却損益（△は益） △2,412 △138 

有形固定資産除却損 67 89 

売上債権の増減額（△は増加） △44,828 33,739 

たな卸資産の増減額（△は増加） 190,742 39,593 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,914 12,972 

仕入債務の増減額（△は減少） △49,212 △1,019 

未払金の増減額（△は減少） 48,321 2,290 

未払費用の増減額（△は減少） △30,014 △1,785 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 66,540 12,438 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1,044 1,170 

小計 313,767 209,080 

利息及び配当金の受取額 1,686 646 

法人税等の支払額 △158,566 △156,130 

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,887 53,597 

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 △600 △6,600 

従業員に対する貸付金の回収による収入 4,095 6,347 

有形固定資産の取得による支出 △2,675 △2,655 

有形固定資産の売却による収入 3,492 244 

投資有価証券の取得による支出 △70,804 － 

投資有価証券の売却による収入 － 137,560 

その他の支出 △8 △1,249 

その他の収入 653 4,175 

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,847 137,821 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △629 △933 

親会社による配当金の支払額 △134,584 △83,281 

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,214 △84,215 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,762 △3,003 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,410 104,200 

現金及び現金同等物の期首残高 2,225,737 2,651,202 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,183,326 2,755,403 
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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１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

【セグメント情報】 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

当社グループは、環境クリーニング機器等以外の事業に関しては重要性が乏しいと考えられるため、

セグメントの記載は省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

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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