
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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  1,433  △3.6  △89  －  △95  －  △38  －

22年３月期第１四半期  1,486  5.1  △71  －  △102  －  △79  －

  
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  △7  73  －      

22年３月期第１四半期  △15  89  －      

  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  8,451  3,185  37.7  637  50

22年３月期  8,887  3,307  37.2  661  97

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 3,185百万円 22年３月期 3,307百万円

  
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  －        －      －      12 00  12  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  －      －      12 00  12  00

  （％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）  3,305  5.0  △22  －  △49  －  △18  －  △3  60

通期  7,512  5.8  367  3.0  315  13.2  180  7.4  36  02



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

      （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：有 

（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 

（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） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する説明 

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。 

  

※  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記事項等については、四半期決算短信［添付資料］２ページ「連結業績

予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 5,000,000株 22年３月期 5,000,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,009株 22年３月期 3,009株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 4,996,991株 22年３月期１Ｑ 4,996,991株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、部分的に回復の兆しが見られ企業業績も回復基調に推移すると思われまし

たが、欧州の財政危機や米国経済の回復が遅れていることなどにより株式相場の低迷、円高が続いており大変厳し

い経済環境になっております。  

 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は、引き続き公共工事の削減や参議院選挙の影響によ

る工事着工の遅れなどにより稼動現場が減少し、大変厳しい経営環境になっており、今まで以上に市場獲得競争が

厳しくなることが予想されます。 

 この様な状況下、当社グループは関東の営業体制強化の為、千葉県（市原市）に出店、戦略商品としてエコ商品

の販売推進、継続的な取組としてレンタル営業の強化などに力を入れて取り組んでおります。また、シレドシステ

ム等の高速道路関連商品の付加価値向上とこれらの商品の安定供給ができるように努めてまいります。 

 この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高1,433百万円（対前年同期比3.6％減）、営業損失89百万円（前年

同期は71百万円の損失）、経常損失95百万円（前年同期は102百万円の損失）、四半期純損失38百万円（前年同期

は79百万円の損失）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して435百万円減少し8,451百万円となりました。この主

な要因は、受取手形及び売掛金の減少419百万円、商品及び製品の増加43百万円、投資有価証券の減少20百万円に

よるものであります。 

 当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して312百万円減少し5,266百万円となりました。この主

な要因は、支払手形及び買掛金の減少115百万円、未払法人税等の減少132百万円、退職給付引当金の減少86百万円

であります。 

 当第１四半期末の純資産の部は、前連結会計年度末と比較して122百万円減少し3,185百万円となりました。この

主な要因は、当四半期純損失38百万円、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23百万円であり

ます。 

 各キャッシュ・フローの状況は次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37百万円となりました。 

 この内訳の主なものは、収入では減価償却費57百万円、売上債権の減少額419百万円、支出では退職給付制

度改定益86百万円、法人税等の支払額134百万円、仕入債務の減少額115百万円であります。 

 （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7百万円となりました。 

 この内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出3百万円、その他の支出4百万円であります。 

 （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39百万円となりました。 

 この内訳の主なものは、借入金の増加36百万円、配当金の支払48百万円であります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間の業績は概ね当初予想どおり推移しており、当第２四半期連結累計期間及び通期の業

績につきましても、現時点において、平成22年５月７日に公表いたしました業績予想の変更はありません。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四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１四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、前連結会計年度末の実地棚卸

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。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

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。これにより、営業損失及び経常損失は0百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は27百万

円増加しております。 

  

  

（追加情報） 

退職給付引当金 

 当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、これまで退職給付制度として採用していた適格退職年金制度から、平成

22年６月30日に確定拠出年金制度及び退職一時金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

これにより、特別利益として86百万円計上しております。 

  

２．その他の情報



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 2,738,291 2,748,304

受取手形及び売掛金 1,671,515 2,090,664

商品及び製品 773,290 729,297

原材料 137,392 137,553

繰延税金資産 95,946 62,983

その他 38,106 38,105

貸倒引当金 △15,300 △19,400

流動資産合計 5,439,242 5,787,509

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 606,544 616,117

レンタル資産（純額） 118,159 119,443

土地 1,287,446 1,287,446

リース資産（純額） 424,222 426,627

その他（純額） 27,109 26,192

有形固定資産合計 2,463,482 2,475,828

無形固定資産 14,384 14,738

投資その他の資産   

投資有価証券 366,570 386,859

繰延税金資産 25,464 56,737

その他 169,084 191,169

貸倒引当金 △26,404 △25,763

投資その他の資産合計 534,715 609,003

固定資産合計 3,012,582 3,099,570

資産合計 8,451,825 8,887,080

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 717,917 833,245

短期借入金 1,767,500 1,686,000

1年内返済予定の長期借入金 525,000 540,000

リース債務 108,477 104,016

未払法人税等 9,412 142,084

賞与引当金 41,635 72,471

その他 191,978 173,502

流動負債合計 3,361,922 3,551,320

固定負債   

長期借入金 1,330,000 1,360,000

リース債務 322,416 329,135



（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) 

長期未払金 72,199 72,199

再評価に係る繰延税金負債 126,530 126,530

退職給付引当金 52,690 139,439

その他 479 579

固定負債合計 1,904,316 2,027,884

負債合計 5,266,238 5,579,204

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 2,694,074 2,792,677

自己株式 △828 △828

株主資本合計 4,547,335 4,645,938

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △77,744 △54,059

土地再評価差額金 △1,284,003 △1,284,003

評価・換算差額等合計 △1,361,748 △1,338,063

純資産合計 3,185,586 3,307,875

負債純資産合計 8,451,825 8,887,080



（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 1,486,585 1,433,000

売上原価 773,942 749,737

売上総利益 712,642 683,263

販売費及び一般管理費 784,148 772,939

営業損失（△） △71,505 △89,676

営業外収益   

受取利息 1,765 1,355

受取配当金 1,307 1,484

投資有価証券評価益 － 3,396

受取保険金 4,027 265

その他 3,200 5,369

営業外収益合計 10,300 11,870

営業外費用   

支払利息 15,764 15,851

投資有価証券評価損 23,894 －

その他 1,576 1,925

営業外費用合計 41,235 17,776

経常損失（△） △102,439 △95,583

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,888 3,907

退職給付制度改定益 － 86,748

特別利益合計 3,888 90,656

特別損失   

固定資産除却損 1,166 －

減損損失 693 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26,795

特別損失合計 1,860 26,795

税金等調整前四半期純損失（△） △100,410 △31,722

法人税、住民税及び事業税 6,755 8,607

法人税等調整額 △27,779 △1,689

法人税等合計 △21,024 6,917

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △38,640

四半期純損失（△） △79,386 △38,640



（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損失（△） △100,410 △31,722

減価償却費 39,453 57,583

退職給付制度改定益 － △86,748

減損損失 693 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26,795

投資有価証券評価損益（△は益） 23,894 △3,396

固定資産除却損 1,166 －

レンタル資産取得による支出 △7,926 △16,430

受取利息及び受取配当金 △3,073 △2,839

支払利息 15,764 15,851

売上債権の増減額（△は増加） 395,965 419,149

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,835 △43,831

仕入債務の増減額（△は減少） △64,679 △115,327

その他 △8,327 △35,001

小計 261,685 184,082

利息及び配当金の受取額 3,064 3,041

利息の支払額 △11,453 △15,249

法人税等の支払額 △16,579 △134,635

営業活動によるキャッシュ・フロー 236,716 37,238

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 △6,558 △3,482

貸付けによる支出 △5,000 －

貸付金の回収による収入 737 545

その他の支出 △594 △4,352

その他の収入 1,433 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,981 △7,290

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） 81,500 81,500

長期借入金の返済による支出 △45,000 △45,000

リース債務の返済による支出 △16,803 △27,576

配当金の支払額 △48,360 △48,885

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,664 △39,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 198,070 △10,013

現金及び現金同等物の期首残高 2,536,093 2,748,304

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,734,164 2,738,291



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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