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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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 ％

21年3月期第2四半期 3,385 ― 174 ― 140 ― 74 ―

20年3月期第2四半期 3,793 6.7 295 △5.1 259 △8.2 154 47.7

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

21年3月期第2四半期 7.43 ―

20年3月期第2四半期 15.32 ―

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

21年3月期第2四半期 9,700 2,676 27.6 266.31
20年3月期 9,956 2,647 26.6 263.46

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,676百万円 20年3月期  2,647百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 7,655 1.3 400 △21.9 300 △41.4 165 △36.8 16.42

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した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、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。 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  10,120,000株 20年3月期  10,120,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  71,192株 20年3月期  70,147株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  70,876株 20年3月期第2四半期  43,749株
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【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 
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムロ－ン問題に端を発した

世界的な金融不安、原油価格・原材料価格の高騰など景気の後退懸念が一段と強まってまいりま

した。 

このような状況のもとで当社グル－プといたしましては、新事業の展開、付加価値の高い製品

の企画・開発、価格の改定、コストの削減、金融収支の改善などの努力を行ってまいりました。 

その結果として、売上高は 33億８千５百万円（前年同期比 10.8％減）となりました。 

利益面においてはコストダウンに努めるとともに、一部製品については原材料価格高騰の影響

を製品価格に転嫁してまいりましたが、売上高の減少に伴い営業利益１億７千４百万円（前年同

期比 41.1％減）、経常利益１億４千万円（前年同期比 45.8％減）、四半期純利益７千４百万円（前

年同期比 51.6％減）となりました。 

なお、当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及

び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用し

ております。したがいまして、当第２四半期連結累計期間の連結損益計算書と前年同期の連結損

益計算書では作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

事業の種類別セグメントでみますと、次のとおりであります。 

 
・製造事業 

消防・防災部門では、社会情勢により変化する各種の災害・事故は複雑化・多様化し、震災や

局地的な風水害などこれまでに経験がない災害が多くなってまいりました。これらの災害の変化

に対応すべく救助資機材の提案・開発や消防ホースの拡販に努めましたが、前年同期に納入した

特殊防災車両の販売減少による反動を、石油備蓄基地向け大量泡消火システム用部品の販売増で

は補えませんでした。また、航空・宇宙部門では民間航空機用部品の拡販に努めましたが新造機

の減少とＰＸ機の計画遅延により販売が減少となりました。工業用品・その他部門では発電機用

部品が販売増とはなりましたが、製造事業全体では売上高は３１億４千７百万円（前年同期比

11.1％減）となりました。営業利益は、売上高の減少に伴い２億３千２百万円（前年同期比 24.1％

減）となりました。 

 
・不動産賃貸事業 

不動産賃貸事業は、商品市況の上昇を受けガソリン高や物価高により個人消費が落込み、売上

高は２億３千７百万円（前年同期比 5.7％減）、営業利益は９千４百万円（前年同期比 12.1％減）

となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 
（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総資産は、売上債権４億９千４百万円と有形固定資

産の７千５百万円、投資その他の資産３千３百万円の減少に対し、現金及び預金１億９千１

百万円の増加等により９７億円（前連結会計年度末比２億５千６百万円減）となりました。 
 ②負債 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、仕入債務１億１千万円、社債１億円、借入

金２千８百万円の減少等により７０億２千４百万円（前連結会計年度末比２億８千４百万円

減）となりました。 
 ③純資産 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、四半期純利益７千４百万円と配当金の支

払５０百万円等により２６億７千６百万円（前連結会計年度末比２千８百万円増）となりま

した。 
 
（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（以下「資金」という。）は、前連

結会計年度末より１億６千１百万円増加し９億４千３百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フロ－は、税金等調整前四半期純利益１億４千万円、減価償却費

８千６百万円の計上及び売上債権の減少額４億９千４百万円による資金増加と、仕入債務の減少

額１億１千万円、利息の支払４千８百万円、法人税等の支払３千８百万円等により３億７千２百

万円の資金の増加となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フロ－は、定期預金の預入による支出３０百万円、固定資産の取

得による支出２千３百万円等により２千５百万円の資金の減少となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フロ－は、社債の償還と発行を合わせ純額で１億６百万円の支出、

長短借入金純額で２千８百万円の支出と配当金支払５千万円により１億８千５百万円の資金の

減少となりました。 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
今後のわが国経済は、原油価格を中心とする資源価格の沈静化は見られるものの、サブプライ

ムロ－ン問題の深刻化により金融市場の混乱、実体経済の悪化が懸念され、円高による輸出の停

滞、企業業績の悪化及び設備投資の削減など景気後退感は強まり、より厳しい状況が続くものと

思われます。このような状況の中で当社といたしましては、新事業の展開、新製品の開発、拡販

及び経営の効率化に取組み収益力の強化を図ってまいります。 
通期の予想につきましては、当第２四半期までの連結業績は順調に推移し、当初の第２四半期

連結累計期間の業績予想を上回る結果となりましたが、当期後半のリスク懸念もあり、現時点で

は平成 20年 5 月 16 日に開示しました通期連結業績予想値を据え置くことと致します。 
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４．その他 
（1）期中における子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 
（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 

 ①棚卸資産の評価方法 

当第２四半期の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

のみ正味売却価額を見積もり、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 

法人税等の算定方法は、加味する加減算項目など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判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異

等の発生状況に著しい変化が無いと認められるため、前連結会計年度末において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
 
（3）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 

 ①会計基準等の改正に伴う変更 

1.「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12号）及び「四半期財務諸表に関
する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を当第 1 四半期連結会計期間か
ら適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成し

ております。 
2.「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を当第 1四半期連結会計期
間から適用し、評価基準については原価法から原価法（収益の低下による簿価切下げの方法）

に変更しております。 
この変更の結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益に与える影響はありません。 
 ② ①以外の変更 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号）及び「リース取引に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号）を当第 1 四半期連結会計期間から早期に
適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産と

して計上する方法に変更しております。 
なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
この変更の結果、従来方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益に与える影響はありません。 



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20年９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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,112,417 920,878

受取手形及び売掛金 2,039,862 2,534,553

商品及び製品 146,888 151,518

半製品 274,123 290,730

仕掛品 796,499 756,131

原材料及び貯蔵品 379,721 401,538

その他 1,024,124 835,230

貸倒引当金 △41,313 △10,559

流動資産合計 5,732,325 5,880,023

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,937,333 1,985,673

土地 1,301,027 1,301,027

その他（純額） 278,062 304,893

有形固定資産合計 3,516,423 3,591,595

無形固定資産 30,436 30,436

投資その他の資産   

投資有価証券 146,855 154,869

その他 491,458 523,117

貸倒引当金 △217,287 △223,530

投資その他の資産合計 421,026 454,457

固定資産合計 3,967,886 4,076,489

資産合計 9,700,212 9,956,512

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 834,191 944,450

短期借入金 1,430,000 1,210,000

1年内返済予定の長期借入金 1,188,615 1,317,278

1年内償還予定の社債 － 400,000

未払法人税等 71,496 47,066

賞与引当金 230,588 221,747

役員賞与引当金 20,700 43,000

その他 522,058 509,103

流動負債合計 4,297,649 4,692,645
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

固定負債   

社債 300,000 －

長期借入金 1,452,401 1,572,567

退職給付引当金 480,746 510,097

役員退職慰労引当金 165,165 189,951

その他 328,135 343,561

固定負債合計 2,726,448 2,616,176

負債合計 7,024,097 7,308,821

純資産の部   

株主資本   

資本金 506,000 506,000

資本剰余金 285,430 285,430

利益剰余金 1,915,472 1,891,033

自己株式 △26,638 △26,417

株主資本合計 2,680,264 2,656,046

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,908 30,077

繰延ヘッジ損益 △29,057 △38,432

評価・換算差額等合計 △4,149 △8,355

純資産合計 2,676,114 2,647,691

負債純資産合計 9,700,212 9,956,512
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,385,253

売上原価 2,385,084

売上総利益 1,000,168

販売費及び一般管理費 825,936

営業利益 174,231

営業外収益  

受取利息 787

受取配当金 2,059

保険返戻金 10,115

その他 16,248

営業外収益合計 29,210

営業外費用  

支払利息 47,329

社債利息 1,642

社債発行費 6,228

その他 7,547

営業外費用合計 62,747

経常利益 140,693

特別利益  

固定資産売却益 37

特別利益合計 37

特別損失  

固定資産除却損 242

特別損失合計 242

税金等調整前四半期純利益 140,488

法人税、住民税及び事業税 66,673

法人税等調整額 △872

法人税等合計 65,800

四半期純利益 74,687
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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20年４月１日 
至 平成20年９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 140,488 

減価償却費 86,441 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,511 

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,841 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,300 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29,350 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,785 

受取利息及び受取配当金 △2,847 

支払利息 48,971 

保険返戻金 △10,115 

社債発行費 6,228 

固定資産売却損益（△は益） △37 

固定資産除却損 242 

売上債権の増減額（△は増加） 494,691 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,685 

仕入債務の増減額（△は減少） △110,259 

その他 △156,059 

小計 457,349 

利息及び配当金の受取額 2,847 

利息の支払額 △48,764 

法人税等の支払額 △38,901 

営業活動によるキャッシュ・フロー 372,530 

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 △30,000 

有形固定資産の取得による支出 △23,008 

有形固定資産の売却による収入 95 

投資有価証券の取得による支出 △600 

貸付金の回収による収入 1,200 

その他の支出 △6,682 

その他の収入 33,532 

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,464 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

社債の発行による収入 293,771 

社債の償還による支出 △400,000 

短期借入金の純増減額（△は減少） 220,000 

長期借入れによる収入 510,000 

長期借入金の返済による支出 △758,829 

自己株式の取得による支出 △220 

配当金の支払額 △50,249 

財務活動によるキャッシュ・フロー △185,527 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 161,538 

現金及び現金同等物の期首残高 781,678 

現金及び現金同等物の四半期末残高 943,217 
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

 
（4）継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結会計期間（自 平成 20年７月１日 至 平成 20年９月 30日） 

該当事項はありません。 

 

 
（5）セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成 20年４月１日 至 平成 20年９月 30日） 

後日提出予定の四半期報告書に記載致しますので、開示を省略しております。 

 

 
（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成 20年４月１日 至 平成 20年９月 30日） 

該当事項はありません。 
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「参考資料」
(1)　中間連結損益計算書

区分
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 3,793,159 100.0

Ⅱ　売上原価 2,687,877 70.9

　　売上総利益 1,105,282 29.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 809,487 21.3

　　営業利益 295,794 7.8

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 817

２　受取配当金 2,304

３　受取賃貸料 3,595

４　保険代理店手数料収入 2,323

５　雑収入 7,525 16,565 0.4

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 44,232

２　社債利息 1,445

３　雑支出 7,157 52,835 1.4

　　経常利益 259,524 6.8

Ⅵ　特別利益

１　投資有価証券売却益 4,101 4,101 0.1

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却損 126 126 0.0

　　税金等調整前中間純利益 263,499 6.9

　　法人税、住民税及び事業税 108,982

　　法人税等調整額 174 109,156 2.8

　　中間純利益 154,342 4.1

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
 至　平成19年９月30日)

金額(千円)
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「参考資料」
(2)　中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　税金等調整前中間純利益 263,499

２　減価償却費 88,977

３　貸倒引当金の増減額(減少：△) △11,452

４　賞与引当金の増減額(減少：△) 23,411

５　役員賞与引当金の増減額(減少：△) △21,400

６　退職給付引当金の増減額(減少：△) △41,453

７　役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 10,641

８　受取利息及び受取配当金 △3,121

９　支払利息 45,677

10　有形固定資産除却損 141

11　投資有価証券売却益 △4,101

12　売上債権の増減額(増加：△) 544,603

13　たな卸資産の増減額(増加：△) 26,412

14　未収入金の増減額(増加：△) △33,693

15　仕入債務の増減額(減少：△) △188,830

16　裏書譲渡手形の増減額(減少：△) △115,169

17　預り金の増減額(減少：△) △69,175

18　その他 △213,444

小計 301,521

19　利息及び配当金の受取額 3,121

20　利息の支払額 △44,807

21　法人税等の支払額 △164,392

営業活動によるキャッシュ・フロー 95,441

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　有形固定資産の取得による支出 △19,787

２　投資有価証券の売却による収入 9,217

３　投資有価証券の取得による支出 △384

４　貸付金の回収による収入 1,717

５　その他の投資活動による収入 5,483

６　その他の投資活動による支出 △5,678

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,432

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期借入金の純増減額 247,000

２　長期借入れによる収入 500,000

３　長期借入金の返済による支出 △695,079

４　自己株式の取得による支出 △24,080

５　配当金の支払額 △50,564

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,723

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 63,286

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 643,270

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 706,556
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