
 
平成 21 年 9 月 18 日 

各      位 
会 社 名 第一カッター興業株式会社 
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 広瀬 俊一

（ＪＡＳＤＡＱ・コード１７１６） 
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 小池  保

 (TEL 0467-85-3939)
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年 6 月期 決算短信」の一部訂正について 
   
平成 21 年 8 月 11 日に発表した標記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。また、数値デ

ータにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。 

なお、訂正個所は下線を付して表示しています。 

記 

１．訂正の理由 

 期末時点の株主名簿により、前期から当社の持分法適用となった関連会社が当社株式を取得していた事実が

判明したため。 

２．訂正の箇所 

１ページ  

［訂正前］ 

１．21 年 6 月期の連結業績（平成 20 年 7 月 1 日～平成 21 年 6 月 30 日） 

(1) 連結経営成績 

 1 株当たり当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり

当期純利益 
自己資本当

期純利益率

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21 年 6 月期 108.04 － 8.2 10.7 7.4
20 年 6 月期 128.23 － 10.3 13.0 8.8

 
(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

21 年 6 月期 5,006 3,993 79.3 1,369.79
20 年 6 月期 4,947 3,706 74.5 1,271.74
（参考）自己資本    21 年 6 月期 3,972 百万円  20 年 6 月期 3,688 百万円 

 
２．配当の状況 

 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 
配当金総

額(年間) 
配当性向

(連結) 
純資産配

当率(連結)

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20 年 6 月期 ― ― ― 10.00 10.00 28 7.6 ― 
21 年 6 月期 ― ― ― 10.00 10.00 28 9.3 0.8
22 年 6 月期 
（予想） ― ― ― 10.00 10.00  9.1

 
－1－



 
３．22 年 6 月期の連結業績予想（平成 21 年 7 月 1 日～平成 22 年 6 月 30 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） 

 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 3,971 8.6 400 2.5 404 △1.8 236 △0.8 81.40
通期 7,310 10.1 539 10.1 544 2.3 317 1.5 109.63

 
［訂正後］ 

１．21 年 6 月期の連結業績（平成 20 年 7 月 1 日～平成 21 年 6 月 30 日） 

(1) 連結経営成績 

 1 株当たり当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり

当期純利益 
自己資本当

期純利益率

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21 年 6 月期 108.79 － 8.2 10.7 7.4
20 年 6 月期 128.23 － 10.3 13.0 8.8

 
(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

21 年 6 月期 4,987 3,974 79.3 1,374.65
20 年 6 月期 4,947 3,706 74.5 1,271.74
（参考）自己資本    21 年 6 月期 3,953 百万円  20 年 6 月期 3,688 百万円 

 
２．配当の状況 

 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 
配当金総

額(年間) 
配当性向

(連結) 
純資産配

当率(連結)

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20 年 6 月期 ― ― ― 10.00 10.00 28 7.6 ― 
21 年 6 月期 ― ― ― 10.00 10.00 28 9.2 0.8
22 年 6 月期 
（予想） ― ― ― 10.00 10.00  9.0

 
３．22 年 6 月期の連結業績予想（平成 21 年 7 月 1 日～平成 22 年 6 月 30 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） 

 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 3,971 8.6 400 2.5 404 △1.8 236 △0.8 82.07
通期 7,310 10.1 539 10.1 544 2.3 317 1.5 110.55

 
 

 

 

 

－2－



 
２ページ 

［訂正前］ 

４．その他 

(3) 発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21 年 6 月期 3,000,000 株 20 年 6 月期 3,000,000 株

② 期末自己株式数 21 年 6 月期 100,070 株 20 年 6 月期 100,020 株

 
［訂正後］ 

４．その他 

(3) 発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21 年 6 月期 3,000,000 株 20 年 6 月期 3,000,000 株

② 期末自己株式数 21 年 6 月期 124,070 株 20 年 6 月期 100,020 株

 
３ページ  

［訂正前］ 

１．経営成績 

（２）財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における当社グループの総資産は 5,006 百万円、負債が 1,012 百万円、純資産は 3,993

百万円となり、自己資本比率は 79.3％となりました。 

（後略） 

 
［訂正後］ 

１．経営成績 

（２）財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における当社グループの総資産は 4,987 百万円、負債が 1,012 百万円、純資産は 3,974

百万円となり、自己資本比率は 79.3％となりました。 

（後略） 

 
４ページ 

［訂正前］ 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標 
 

 平成 21 年６月期 

自己資本比率（％） 79.3

時価ベースの自己資本比率（％） 41.0

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％） 9.7

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 339.5

 

 

－3－



 
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

（前略） 

 平成 21 年６月期の予想では、上記基本方針に基づき１株につき 10 円を予定しており、その結果、配当性向

は 9.3％になる見込みであります。 

 
［訂正後］ 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標 
 

 平成 21 年６月期 

自己資本比率（％） 79.3

時価ベースの自己資本比率（％） 40.8

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％） 9.7

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 339.5

 
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

（前略） 

 平成 21 年６月期の予想では、上記基本方針に基づき１株につき 10 円を予定しており、その結果、配当性向

は 9.2％になる見込みであります。 

 
１１ページ  

［訂正前］ 

４．【連結財務諸表】 

(1) 【連結貸借対照表】 

（単位：千円）    
     

 前連結会計年度  

 (平成 20 年６月 30 日)  

 当連結会計年度  

 (平成 21 年６月 30 日)  

（前略）   
   投資その他の資産    
    投資有価証券     117,255  128,712 
    繰延税金資産   152,387  161,995
    その他   168,711  182,776
    貸倒引当金   △32,753  △36,721

    投資その他の資産合計   405,600  436,762 

   固定資産合計   1,875,107  1,816,066 

  資産合計  4,947,263  5,006,256 

 

 

 

 

 

※２ ※２ 

－4－



 
［訂正後］ 

（単位：千円）    
     

 前連結会計年度  

 (平成 20 年６月 30 日)  

 当連結会計年度  

 (平成 21 年６月 30 日)  

（前略）   
   投資その他の資産    
    投資有価証券   117,255  109,825
    繰延税金資産   152,387  161,995 
    その他   168,711  182,776 
    貸倒引当金   △32,753  △36,721 

    投資その他の資産合計   405,600  417,876

   固定資産合計   1,875,107  1,797,180

  資産合計  4,947,263  4,987,370

 
１２ページ 

［訂正前］ 

（単位：千円）    
   

 前連結会計年度  

 (平成 20 年６月 30 日)  

 当連結会計年度  

 (平成 21 年６月 30 日)  

（前略） 

 純資産の部    
  株主資本    
   資本金  470,300  470,300 
   資本剰余金  465,100  465,100 
   利益剰余金  2,840,137  3,124,447
   自己株式   △87,517  △87,552

   株主資本合計  3,688,019  3,972,295 

  少数株主持分  18,834  21,422 

  純資産合計  3,706,854  3,993,717 

 負債純資産合計  4,947,263  5,006,256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ ※２ 

－5－



 
［訂正後］ 

（単位：千円）    
   

 前連結会計年度  

 (平成 20 年６月 30 日)  

 当連結会計年度  

 (平成 21 年６月 30 日)  

（前略） 

 純資産の部    
  株主資本    
   資本金  470,300  470,300 
   資本剰余金  465,100  465,100 
   利益剰余金  2,840,137  3,124,447
   自己株式   △87,517  △106,438

   株主資本合計  3,688,019  3,953,408

  少数株主持分  18,834  21,422 

  純資産合計  3,706,854  3,974,831

 負債純資産合計  4,947,263  4,987,370

 
１４ページ 

［訂正前］ 

(3) 【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：千円）    
 前連結会計年度 

(自 平成 19 年７月１日 

 至 平成 20 年６月 30 日)

当連結会計年度 

(自 平成 20 年７月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日)

（前略） 

 自己株式    

 前期末残高   － △87,517

 当期変動額    

 自己株式の取得   △87,517  △35

 当期変動額合計   △87,517  △35

 当期末残高   △87,517 △87,552

 株主資本合計    

 前期末残高   3,424,060 3,688,019

 当期変動額    

 剰余金の配当   △30,000  △28,999 

 当期純利益  381,476  313,310 

 自己株式の取得   △87,517  △35

 当期変動額合計  263,959 284,275 

 当期末残高  3,688,019 3,972,295

（後略）   

 

 

 

 

 

－6－



 
［訂正後］ 

 前連結会計年度 

(自 平成 19 年７月１日 

 至 平成 20 年６月 30 日)

当連結会計年度 

(自 平成 20 年７月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日)

（前略） 

 自己株式    

 前期末残高   － △87,517

 当期変動額    

 自己株式の取得   △87,517 △18,921

 当期変動額合計   △87,517 △18,921

 当期末残高   △87,517 △106,438

 株主資本合計    

 前期末残高   3,424,060 3,688,019

 当期変動額    

 剰余金の配当   △30,000  △28,999 

 当期純利益  381,476  313,310 

 自己株式の取得   △87,517  △18,921

 当期変動額合計  263,959 265,388

 当期末残高  3,688,019 3,953,408

（後略）   

 

 
１５ページ 

［訂正前］ 
 前連結会計年度 

(自 平成 19 年７月１日 

 至 平成 20 年６月 30 日)

当連結会計年度 

(自 平成 20 年７月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日)

 純資産合計  

 前期末残高   3,424,060 3,706,854

 当期変動額    

 剰余金の配当   △30,000  △28,999 

 当期純利益  381,476  313,310 

 自己株式の取得   △87,517  △35

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,834 2,588 

 当期変動額合計  282,793 286,863 

 当期末残高   3,706,854 3,993,717

 

 

 

 

 

 

 

 

 
－7－



 
［訂正後］ 

 前連結会計年度 

(自 平成 19 年７月１日 

 至 平成 20 年６月 30 日)

当連結会計年度 

(自 平成 20 年７月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日)

 純資産合計  

 前期末残高   3,424,060 3,706,854

 当期変動額    

 剰余金の配当   △30,000  △28,999 

 当期純利益  381,476  313,310 

 自己株式の取得   △87,517  △18,921

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,834 2,588 

 当期変動額合計  282,793 267,977

 当期末残高  3,706,854 3,974,831

 
２３ページ 

［訂正前］ 

(7)【連結財務諸表に関する注記事項】 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成 20 年６月 30 日) 

当連結会計年度 
(平成 21 年６月 30 日) 

※1 受取手形裏書譲渡高は、306,875 千円であり

ます。 
 

※1  受取手形裏書譲渡高は、195,205 千円であ

ります。 
 

※2  非連結子会社及び関連会社に対するもの

は、次のとおりであります。 
投資有価証券（株式） 117,255 千円 

※2  非連結子会社及び関連会社に対するもの

は、次のとおりであります。 
投資有価証券（株式） 128,712 千円 

 
［訂正後］ 

(7)【連結財務諸表に関する注記事項】 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成 20 年６月 30 日) 

当連結会計年度 
(平成 21 年６月 30 日) 

※1 受取手形裏書譲渡高は、306,875 千円であり

ます。 
 

※1  受取手形裏書譲渡高は、195,205 千円であ

ります。 
 

※2  非連結子会社及び関連会社に対するもの

は、次のとおりであります。 
投資有価証券（株式） 117,255 千円 

※2  非連結子会社及び関連会社に対するもの

は、次のとおりであります。 
投資有価証券（株式） 109,825 千円 

 

 

 

 

 

 

 
－8－



２７ページ 

［訂正前］ 
当連結会計年度（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年６月 30 日） 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末株式数 
（株） 

当連結会計年度増加株式数

（株） 
当連結会計年度減少株式数

（株） 
当連結会計年度末株式数 

（株） 

普通株式  100,020 50 ― 100,070

合計  100,020 50 ― 100,070
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

  単元未満株式の買取請求による増加 50 株 
 
［訂正後］ 
当連結会計年度（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年６月 30 日） 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末株式数 
（株） 

当連結会計年度増加株式数

（株） 
当連結会計年度減少株式数

（株） 
当連結会計年度末株式数 

（株） 

普通株式  100,020 24,050 ― 124,070

合計  100,020 24,050 ― 124,070
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

  単元未満株式の買取請求による増加 50 株 

  持分法適用関連会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分 24,000 株 

 
３６ページ 

［訂正前］ 

(有価証券関係) 

当連結会計年度末（平成 21 年６月 30 日） 

１．時価評価されていない有価証券 
当連結会計年度 

（平成 21 年６月 30 日） 区分 
連結貸借対照表計上額(千円) 

関係会社株式 128,712 千円 
合計 128,712 千円 

 
［訂正後］ 

(有価証券関係) 

当連結会計年度末（平成 21 年６月 30 日） 

１．時価評価されていない有価証券 
当連結会計年度 

（平成 21 年６月 30 日） 区分 
連結貸借対照表計上額(千円) 

関係会社株式 109,825 
合計 109,825 

－9－



４１ページ 

［訂正前］ 

(１株当たり情報) 
 

（
前連結会計年度 

自 平成 19 年７月１日 
至 平成 20 年６月 30 日 

 
 

） 
（

当連結会計年度 
自 平成 20 年７月１日 
至 平成 21 年６月 30 日 

 
 

） 

１株当たり純資産額 1,271 円 74 銭 １株当たり純資産額 1,369 円 79 銭 

１株当たり当期純利益 128 円 23 銭 １株当たり当期純利益 108 円 04 銭 
なお、潜在株式調整後１株あたり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
 

なお、潜在株式調整後１株あたり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 １ １株当たり純資産額  

 
前連結会計年度末 

（平成 20 年６月 30 日）
当連結会計年度末 

（平成 21 年６月 30 日）

純資産の部の合計額(千円) 3,706,854 3,993,717

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 18,834 21,422

(うち少数株主持分) (18,834) (21,422)

普通株式に係る純資産額(千円) 3,688,019 3,972,295
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株) 2,899 2,899

２ １株当たり当期純利益 

 
前連結会計年度 

(自 平成 19 年７月１日
至 平成 20 年６月 30 日)

当連結会計年度 
(自 平成 20 年７月１日
至 平成 21 年６月 30 日)

当期純利益（千円） 381,476 313,310

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 381,476 313,310

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,974 2,899

 
［訂正後］ 

(１株当たり情報) 
 

（
前連結会計年度 

自 平成 19 年７月１日 
至 平成 20 年６月 30 日 

 
 

） 
（

当連結会計年度 
自 平成 20 年７月１日 
至 平成 21 年６月 30 日 

 
 

） 

１株当たり純資産額 1,271 円 74 銭 １株当たり純資産額 1,374 円 65 銭 

１株当たり当期純利益 128 円 23 銭 １株当たり当期純利益 108 円 79 銭 
なお、潜在株式調整後１株あたり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
 

なお、潜在株式調整後１株あたり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
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１ １株当たり純資産額  

 
前連結会計年度末 

（平成 20 年６月 30 日）
当連結会計年度末 

（平成 21 年６月 30 日）

純資産の部の合計額(千円) 3,706,854 3,974,831

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 18,834 21,422

(うち少数株主持分) (18,834) (21,422)

普通株式に係る純資産額(千円) 3,688,019 3,953,408
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株) 2,899 2,875

２ １株当たり当期純利益 

 
前連結会計年度 

(自 平成 19 年７月１日
至 平成 20 年６月 30 日)

当連結会計年度 
(自 平成 20 年７月１日
至 平成 21 年６月 30 日)

当期純利益（千円） 381,476 313,310

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 381,476 313,310

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,974 2,880

 

 
以  上 

 

－11－



平成21年6月期 決算短信 
平成21年8月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 第一カッター興業株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 1716 URL http://www.daiichi-cutter.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 広瀬 俊一

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画室長 （氏名） 小池 保 TEL 0467-85-3939
定時株主総会開催予定日 平成21年9月25日 配当支払開始予定日 平成21年9月28日

有価証券報告書提出予定日 平成21年9月28日

1.  21年6月期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期 6,637 △5.7 490 △21.3 532 △17.4 313 △17.9

20年6月期 7,040 ― 622 ― 643 ― 381 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年6月期 108.79 ― 8.2 10.7 7.4
20年6月期 128.23 ― 10.3 13.0 8.8

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  14百万円 20年6月期  4百万円

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6月期 4,987 3,974 79.3 1,374.65
20年6月期 4,947 3,706 74.5 1,271.74

（参考） 自己資本   21年6月期  3,953百万円 20年6月期  3,688百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年6月期 515 △84 △29 1,697
20年6月期 536 △387 △117 1,296

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年6月期 ― ― ― 10.00 10.00 28 7.6 ―

21年6月期 ― ― ― 10.00 10.00 28 9.2 0.8

22年6月期 
（予想）

― ― ― 10.00 10.00 9.0

3.  22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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）

 

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

3,971 8.6 400 2.5 404 △1.8 236 △0.8 82.07

通期 7,310 10.1 539 10.1 544 2.3 317 1.5 110.55
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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  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、１９ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)1株当たり当期純利益(連結）の算定の基礎となる株式数については、41ページ「一株当たり情報」をご覧下さい。 

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） 21年6月期 3,000,000株 20年6月期 3,000,000株

② 期末自己株式数 21年6月期  124,070株 20年6月期  100,020株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年6月期の個別業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期 6,258 △6.7 483 △20.9 512 △18.4 289 △21.0

20年6月期 6,710 ― 611 ― 627 ― 367 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年6月期 99.95 ―

20年6月期 123.37 ―

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6月期 4,852 3,934 81.1 1,356.72
20年6月期 4,810 3,673 76.4 1,266.76

（参考） 自己資本 21年6月期  3,934百万円 20年6月期  3,673百万円

2.  22年6月期の個別業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に掲載されて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。業績予想の仮定となる前提及び業績予想の注意事項については、3ページ「1.経営成績
(1)経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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 
累計期間

3,771 9.0 390 0.5 392 △3.9 229 △2.8 79.10

通期 6,910 10.4 519 7.5 522 1.9 304 5.2 105.15
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１【連結財務諸表等】 
(1)【連結財務諸表】 
①【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,396,923 1,798,447

受取手形 304,958 303,801

完成工事未収入金 1,213,114 947,355

材料貯蔵品 79,675 67,270

繰延税金資産 35,567 24,417

その他 53,637 57,543

貸倒引当金 △11,721 △8,646

流動資産合計 3,072,155 3,190,190

固定資産   

有形固定資産   

建物 256,835 252,843

減価償却累計額 △136,360 △138,363

建物（純額） 120,475 114,479

構築物 43,743 41,888

減価償却累計額 △30,702 △28,550

構築物（純額） 13,040 13,337

機械及び装置 1,028,505 1,037,909

減価償却累計額 △818,758 △880,516

機械及び装置（純額） 209,747 157,393

車両運搬具 471,174 460,576

減価償却累計額 △361,537 △380,651

車両運搬具（純額） 109,636 79,925

工具、器具及び備品 58,776 62,051

減価償却累計額 △42,184 △49,987

工具、器具及び備品（純額） 16,591 12,063

土地 995,117 995,957

有形固定資産合計 1,464,609 1,373,157

無形固定資産 4,897 6,146

投資その他の資産   

投資有価証券 117,255 109,825

繰延税金資産 152,387 161,995

その他 168,711 182,776

貸倒引当金 △32,753 △36,721

投資その他の資産合計 405,600 417,876

固定資産合計 1,875,107 1,797,180

資産合計 4,947,263 4,987,370
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 308,541 194,625

短期借入金 50,000 50,000

未払法人税等 232,384 84,070

賞与引当金 27,880 27,010

その他 283,420 287,366

流動負債合計 902,226 643,071

固定負債   

退職給付引当金 267,351 292,258

役員退職慰労引当金 58,963 71,044

負ののれん 3,876 2,964

その他 7,990 3,200

固定負債合計 338,182 369,467

負債合計 1,240,409 1,012,539

純資産の部   

株主資本   

資本金 470,300 470,300

資本剰余金 465,100 465,100

利益剰余金 2,840,137 3,124,447

自己株式 △87,517 △106,438

株主資本合計 3,688,019 3,953,408

少数株主持分 18,834 21,422

純資産合計 3,706,854 3,974,831

負債純資産合計 4,947,263 4,987,370
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②【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,040,265 6,637,567

売上原価 4,929,981 4,594,679

売上総利益 2,110,284 2,042,888

販売費及び一般管理費 1,487,576 1,552,591

営業利益 622,708 490,296

営業外収益   

受取利息 1,401 1,328

受取保険金 5,306 6,107

受取家賃 2,400 10,361

負ののれん償却額 684 912

持分法による投資利益 4,455 14,457

雑収入 8,963 10,450

営業外収益合計 23,210 43,618

営業外費用   

支払利息 1,121 1,514

売上債権売却損 325 255

雑損失 699 136

営業外費用合計 2,146 1,906

経常利益 643,772 532,008

特別利益   

固定資産売却益 1,599 1,204

過年度償却債権取立益 76 160

特別受取保険金 2,660 3,040

貸倒引当金戻入額 19,643 －

保険解約返戻金 2,460 5,727

特別利益合計 26,440 10,132

特別損失   

固定資産売却損 749 397

固定資産除却損 5,835 3,765

固定資産除却費用 3,080 －

ゴルフ会員権評価損 5,480 －

減損損失 － 5,889

災害による損失 － 2,341

特別損失合計 15,144 12,394

税金等調整前当期純利益 655,068 529,746

法人税、住民税及び事業税 269,021 212,306

法人税等調整額 2,076 1,541

法人税等合計 271,097 213,847

少数株主利益 2,493 2,588

当期純利益 381,476 313,310
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③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 470,300 470,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 470,300 470,300

資本剰余金   

前期末残高 465,100 465,100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 465,100 465,100

利益剰余金   

前期末残高 2,488,660 2,840,137

当期変動額   

剰余金の配当 △30,000 △28,999

当期純利益 381,476 313,310

当期変動額合計 351,476 284,310

当期末残高 2,840,137 3,124,447

自己株式   

前期末残高 － △87,517

当期変動額   

自己株式の取得 △87,517 △18,921

当期変動額合計 △87,517 △18,921

当期末残高 △87,517 △106,438

株主資本合計   

前期末残高 3,424,060 3,688,019

当期変動額   

剰余金の配当 △30,000 △28,999

当期純利益 381,476 313,310

自己株式の取得 △87,517 △18,921

当期変動額合計 263,959 265,388

当期末残高 3,688,019 3,953,408

少数株主持分   

前期末残高 － 18,834

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,834 2,588

当期変動額合計 18,834 2,588

当期末残高 18,834 21,422

－17－



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

純資産合計   

前期末残高 3,424,060 3,706,854

当期変動額   

剰余金の配当 △30,000 △28,999

当期純利益 381,476 313,310

自己株式の取得 △87,517 △18,921

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,834 2,588

当期変動額合計 282,793 267,977

当期末残高 3,706,854 3,974,831
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 655,068 529,746

減価償却費 137,235 154,887

長期前払費用償却額 1,120 172

負ののれん償却額 △684 △912

持分法による投資損益（△は益） △4,455 △14,457

ゴルフ会員権評価損 5,480 －

固定資産売却損益（△は益） △850 △806

固定資産除却損 5,835 3,765

固定資産除却費用 3,080 －

減損損失 － 5,889

災害損失 － 2,341

保険解約返戻金 △2,460 △5,727

特別受取保険金 △2,660 △3,040

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29,129 892

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,405 12,081

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,185 24,906

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,806 △870

未払費用の増減額（△は減少） 13,933 △4,164

未払金の増減額（△は減少） △39,329 △211

長期未払金の増減額（△は減少） △4,896 △4,790

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,609 4,207

受取利息及び受取配当金 △1,401 △1,328

支払利息 1,121 1,514

売上債権の増減額（△は増加） △156,253 263,360

たな卸資産の増減額（△は増加） 98 12,405

仕入債務の増減額（△は減少） 81,324 △113,915

その他 △32,564 △1,014

小計 647,634 864,932

利息及び配当金の受取額 1,401 4,328

利息の支払額 △1,423 △1,516

特別保険金の受取額 2,660 3,040

保険解約返戻金の受取額 6,759 5,727

災害損失の支払額 － △2,341

法人税等の支払額 △120,574 △359,156

営業活動によるキャッシュ・フロー 536,457 515,013
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 △320 △321

有形固定資産の取得による支出 △145,985 △73,357

有形固定資産の売却による収入 4,296 1,784

無形固定資産の取得による支出 △558 △1,959

関係会社株式の取得による支出 △141,391 －

貸付けによる支出 △66,000 △5,050

貸付金の回収による収入 2,981 4,917

保険積立金の積立による支出 △19,389 △20,536

保険積立金の払戻による収入 － 7,883

その他 △21,112 1,864

投資活動によるキャッシュ・フロー △387,479 △84,775

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △29,709 △28,999

自己株式の取得による支出 △87,517 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,227 △29,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,751 401,202

現金及び現金同等物の期首残高 1,264,851 1,296,603

現金及び現金同等物の期末残高 1,296,603 1,697,806
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２【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：千円)

第41期 
(平成20年６月30日) 

第42期 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,375,074 1,681,698

受取手形 292,454 292,801

完成工事未収入金 1,154,712 916,006

材料貯蔵品 66,522 58,158

前払費用 34,554 35,516

繰延税金資産 34,683 23,599

その他 39,375 42,621

貸倒引当金 △11,175 △8,411

流動資産合計 2,986,202 3,041,990

固定資産   

有形固定資産   

建物 232,997 246,698

減価償却累計額 △128,601 △136,094

建物（純額） 104,396 110,603

構築物 39,074 41,852

減価償却累計額 △26,296 △28,550

構築物（純額） 12,777 13,301

機械及び装置 890,548 910,816

減価償却累計額 △695,224 △764,786

機械及び装置（純額） 195,324 146,030

車両運搬具 417,880 408,987

減価償却累計額 △319,944 △336,731

車両運搬具（純額） 97,935 72,256

工具、器具及び備品 51,311 55,247

減価償却累計額 △36,939 △44,305

工具、器具及び備品（純額） 14,372 10,942

土地 936,548 991,448

有形固定資産合計 1,361,354 1,344,581

無形固定資産   

ソフトウエア 509 2,063

電話加入権 4,056 3,752

無形固定資産合計 4,566 5,815
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(単位：千円)

第41期 
(平成20年６月30日) 

第42期 
(平成21年６月30日) 

投資その他の資産   

関係会社株式 173,600 173,600

出資金 570 570

関係会社長期貸付金 25,509 3,662

従業員に対する長期貸付金 600 426

破産更生債権等 35,592 37,886

長期前払費用 78 431

繰延税金資産 144,779 154,318

保険積立金 80,835 98,428

その他 29,358 26,172

貸倒引当金 △32,941 △35,509

投資その他の資産合計 457,981 459,987

固定資産合計 1,823,902 1,810,385

資産合計 4,810,105 4,852,375

負債の部   

流動負債   

工事未払金 299,918 191,452

未払金 48,602 52,561

未払費用 123,123 118,835

未払法人税等 232,349 84,000

未払消費税等 24,260 26,669

前受金 109 8,050

預り金 67,286 64,902

前受収益 800 －

賞与引当金 25,720 25,010

流動負債合計 822,169 571,481

固定負債   

長期未払金 4,790 －

退職給付引当金 248,410 272,739

役員退職慰労引当金 57,963 70,572

長期預り保証金 3,200 3,200

固定負債合計 314,364 346,512

負債合計 1,136,534 917,993
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(単位：千円)

第41期 
(平成20年６月30日) 

第42期 
(平成21年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 470,300 470,300

資本剰余金   

資本準備金 465,100 465,100

資本剰余金合計 465,100 465,100

利益剰余金   

利益準備金 25,000 25,000

その他利益剰余金   

別途積立金 2,240,000 2,440,000

繰越利益剰余金 560,688 621,534

利益剰余金合計 2,825,688 3,086,534

自己株式 △87,517 △87,552

株主資本合計 3,673,570 3,934,382

純資産合計 3,673,570 3,934,382

負債純資産合計 4,810,105 4,852,375
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②【損益計算書】 

(単位：千円)

第41期 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

第42期 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,710,132 6,258,576

売上原価 4,678,233 4,295,550

売上総利益 2,031,898 1,963,025

販売費及び一般管理費   

役員報酬 74,700 91,425

従業員給料及び手当 718,119 731,706

賞与引当金繰入額 10,600 13,200

役員退職慰労引当金繰入額 9,005 14,846

退職給付費用 32,808 47,830

法定福利費 102,689 102,480

福利厚生費 26,054 23,887

接待交際費 17,729 21,218

通信交通費 71,829 78,378

賃借料 23,385 36,260

消耗品費 12,309 9,791

広告宣伝費 9,082 1,535

研究開発費 16,036 11,353

租税公課 31,577 37,801

図書印刷費 21,825 22,342

水道光熱費 13,316 15,268

保険料 34,431 37,782

修繕費 7,270 6,060

車両費 31,392 32,066

貸倒引当金繰入額 － 11,728

減価償却費 24,294 26,413

長期前払費用償却 406 155

支払手数料 72,464 55,219

寄付金 103 101

貸倒損失 1,920 731

雑費 56,997 49,967

販売費及び一般管理費合計 1,420,350 1,479,551

営業利益 611,548 483,473

営業外収益   

受取利息 1,395 1,304

受取配当金 － 3,000

受取保険金 4,834 5,977

受取事務手数料 2,829 2,373

受取家賃 2,400 10,876

雑収入 5,732 5,866

営業外収益合計 17,191 29,398
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(単位：千円)

第41期 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

第42期 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業外費用   

支払利息 － 52

売上債権売却損 233 255

雑損失 687 136

営業外費用合計 921 444

経常利益 627,818 512,427

特別利益   

固定資産売却益 567 61

過年度償却債権取立益 76 160

貸倒引当金戻入額 18,148 －

保険解約返戻金 1,874 －

特別受取保険金 2,660 3,040

特別利益合計 23,327 3,261

特別損失   

固定資産売却損 400 397

固定資産除却損 5,648 3,432

固定資産除却費用 3,080 －

ゴルフ会員権評価損 5,480 －

減損損失 － 5,889

災害による損失 － 2,341

特別損失合計 14,609 12,061

税引前当期純利益 636,537 503,628

法人税、住民税及び事業税 268,952 212,236

法人税等調整額 556 1,545

法人税等合計 269,509 213,781

当期純利益 367,027 289,846
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

第41期 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

第42期 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 470,300 470,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 470,300 470,300

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 465,100 465,100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 465,100 465,100

資本剰余金合計   

前期末残高 465,100 465,100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 465,100 465,100

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 25,000 25,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,000 25,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,940,000 2,240,000

当期変動額   

別途積立金の積立 300,000 200,000

当期変動額合計 300,000 200,000

当期末残高 2,240,000 2,440,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 523,660 560,688

当期変動額   

剰余金の配当 △30,000 △28,999

当期純利益 367,027 289,846

別途積立金の積立 △300,000 △200,000

当期変動額合計 37,027 60,846

当期末残高 560,688 621,534
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(単位：千円)

第41期 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

第42期 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 2,488,660 2,825,688

当期変動額   

剰余金の配当 △30,000 △28,999

当期純利益 367,027 289,846

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 337,027 260,846

当期末残高 2,825,688 3,086,534

自己株式   

前期末残高 － △87,517

当期変動額   

自己株式の取得 △87,517 △35

当期変動額合計 △87,517 △35

当期末残高 △87,517 △87,552

株主資本合計   

前期末残高 3,424,060 3,673,570

当期変動額   

剰余金の配当 △30,000 △28,999

当期純利益 367,027 289,846

自己株式の取得 △87,517 △35

当期変動額合計 249,509 260,811

当期末残高 3,673,570 3,934,382
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