
平成22年6月期 第1四半期決算短信 

平成21年11月13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
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21年9月30日） 

(注)平成20年6月期の第1四半期においては連結損益計算書を作成していないため、平成21年6月期の第1四半期では、対前年同四半期の増減率につい
ては記載しておりません。 

(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 ％

22年6月期第1四半期 1,400 △13.9 △4 ― 6 △93.8 3 △94.6

21年6月期第1四半期 1,627 ― 97 ― 109 ― 63 ―

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6月期第1四半期 1.19 ―

21年6月期第1四半期 22.02 ―

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6月期第1四半期 4,977 3,949 78.9 1,365.76
21年6月期 4,987 3,974 79.3 1,374.65

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  3,927百万円 21年6月期  3,953百万円

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

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6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

22年6月期 ―

22年6月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成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）

（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

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) 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】5.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 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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6月期第1四半期 3,000,000株 21年6月期  3,000,000株

② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  124,070株 21年6月期  124,070株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 2,875,930株 21年6月期第1四半期 2,892,153株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国向け需要の回復などにより、一部において回復
の兆しが見られるものの、国内設備投資の大幅な減少や雇用情勢の悪化等、依然として予断を許さない状
況が続いております。 
 当第１四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く経営環境についても、公共投資が引続き低
水準で推移する中で価格競争が激しくなったことにより、一段と厳しいものになりました。  
 その結果、当第１四半期連結会計期間における連結売上高は1,400百万円（前年同期比13.9％減）とな
り、営業損失は4百万円(前年同期は営業利益97百万円）、第１四半期純利益は3百万円(同94.6％減）とな
りました。また、当第1四半期より当社グループはビルメンテナンス事業を開始いたしましたが、当該事
業の売上高は、事業開始後間もないため、4百万円にとどまっております。 
 なお、当社グループの事業は公共事業関連工事が多いため、売上高は第１四半期（7月～9月）・第４四
半期（4月～6月）が減少し、第２四半期（10月～12月）・第３四半期（1月～3月）に集中いたします。利
益につきましても同様に推移いたします。今後、このような業績の変動を平準化していく方針であります
が、当面、業績は第２四半期、第３四半期に偏る傾向にあります。   
  
工法種類別の業績は、以下の通りであります。 

  
 (ダイヤモンド工法事業） 
 ダイヤモンド工法事業につきましては、高層ビル解体分野への参画を図り営業力を強化し、治水施設、
原子力発電所維持補修分野への市場拡大を図りました。その結果、当第１四半期連結会計期間における売
上高は、1,175百万円(前年同期比14.8％減）となりました。 
  
 
 (ウォータージェット工法事業） 
 ウォータージェット工法事業につきましても、高速道路、原子力発電所維持補修分野及びアスベスト除
去を初めとした環境対策関係分野への市場拡大を図りました。その結果、当第1四半期連結会計期間にお
ける売上高は225百万円(前年同期比9.1％減）となりました。 
  

  

当第１四半期連結会計期間末における当社グループの総資産は4,977百万円(前年同期比3.8％増）、負
債が1,027百万円(同4.4％減）、純資産は3,949百万円(同6.1％増）となり、自己資本比率は78.9％となり
ました。 
 資産の主なものは、現預金1,773百万円(同34.4％増）、完成工事未収入金1,098百万円(同14.7％減）、
土地995百万円(同0.1％増）などであります。負債の主なものは、工事未払金256百万円(同12.2％減）、
退職給付引当金297百万円(同14.8％増）であり、純資産では利益剰余金3,098百万円(同7.8％増）であり
ます。 
  
  

当第１四半期連結会計期間末における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」という）は、
営業活動で26百万円の増加、投資活動で22百万円の減少、財務活動で28百万円の減少となった結果、
1,673百万円(前年同期比37.2％増）となりました。主な要因は次のとおりです。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動の資金の増加は26百万円（前年同期は19百万円のキャッシ
ュ・アウト）となりました。主な要因としては賞与引当金の増加が81百万円あったことなどによります。
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における投資活動の資金の減少は22百万円(前年同期は32百万円のキャッシ
ュ・アウト）となりました。主な要因としては機械装置、車輌運搬具等固定資産の取得に15百万円を支出
したことなどによります。 
  
(財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における財務活動の資金は、配当金の支払いにより28百万円の減少(前年同
期は25百万円のキャッシュ・アウト）となりました。 
  
  

当期の業績予想につきましては、当第１四半期における業績が概ね計画通り推移していることなどか
ら、予想の見直し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

3. 連結キャッシュ・フローに関する定性的情報

4. 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。 
  

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。
  

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格を見積
もり、簿価切下げを行う方法によっています。 
  

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の額を期間按分して算定する
方法によっております。 
  

税引前純利益に年間見積実効税率を乗じて計算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場合に、前連結会計年度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。 
  

  

  
  

  

  

  

5. 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
①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

④法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
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１【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21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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,773,755 1,798,447

受取手形・完成工事未収入金 1,285,050 1,251,157

材料貯蔵品 68,103 67,270

繰延税金資産 24,417 24,417

その他 35,625 57,543

貸倒引当金 △9,321 △8,646

流動資産合計 3,177,630 3,190,190

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 294,731 294,731

減価償却累計額 △169,152 △166,914

建物・構築物（純額） 125,579 127,817

機械装置及び運搬具 1,511,727 1,498,486

減価償却累計額 △1,283,764 △1,261,167

機械装置及び運搬具（純額） 227,962 237,318

工具器具・備品 63,831 62,051

減価償却累計額 △51,509 △49,987

工具器具・備品（純額） 12,321 12,063

土地 995,957 995,957

有形固定資産合計 1,361,821 1,373,157

無形固定資産 7,694 6,146

投資その他の資産   

投資有価証券 112,004 109,825

繰延税金資産 161,995 161,995

その他 209,241 182,776

貸倒引当金 △53,298 △36,721

投資その他の資産合計 429,943 417,876

固定資産合計 1,799,459 1,797,180

資産合計 4,977,090 4,987,370
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(単位：千円)

当第1四半期連結会計期間末 
(平成21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21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 256,746 194,625

短期借入金 50,000 50,000

未払法人税等 2,469 84,070

賞与引当金 108,040 27,010

その他 235,556 287,366

流動負債合計 652,812 643,071

固定負債   

退職給付引当金 297,412 292,258

役員退職慰労引当金 74,487 71,044

負ののれん 2,736 2,964

その他 － 3,200

固定負債合計 374,636 369,467

負債合計 1,027,449 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 3,098,874 3,124,447

自己株式 △106,438 △106,438

株主資本合計 3,927,835 3,953,408

少数株主持分 21,804 21,422

純資産合計 3,949,640 3,974,831

負債純資産合計 4,977,090 4,987,370
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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20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

完成工事高 1,627,574 1,400,895

完成工事原価 1,150,622 1,015,895

完成工事総利益 476,952 384,999

販売費及び一般管理費 379,502 389,571

営業利益又は営業損失（△） 97,449 △4,571

営業外収益   

受取利息 286 66

受取保険金 935 100

受取家賃 4,190 4,711

負ののれん償却額 228 228

持分法による投資利益 933 2,178

雑収入 5,519 4,359

営業外収益合計 12,094 11,643

営業外費用   

支払利息 321 271

売上債権売却損 42 47

営業外費用合計 363 318

経常利益 109,180 6,753

特別利益   

償却債権取立益 1 52

保険解約返戻金 705 －

固定資産売却益 990 －

特別利益合計 1,696 52

特別損失   

固定資産売却損 156 －

固定資産除却損 2,157 24

災害による損失 2,371 －

特別損失合計 4,686 24

税金等調整前四半期純利益 106,190 6,781

法人税等 43,892 2,972

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,378 382

四半期純利益 63,676 3,426
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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20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21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 106,190 6,781

減価償却費 35,640 27,330

長期前払費用償却額 － 57

負ののれん償却額 △228 △228

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,121 17,251

受取利息 △286 △66

支払利息 321 271

持分法による投資損益（△は益） △933 △2,178

固定資産除却損 2,157 24

固定資産売却損益（△は益） △833 －

受取賃貸料 △4,190 －

受取保険金 △935 △100

保険解約返戻金 △705 －

災害損失 2,371 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,938 3,442

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,334 5,154

賞与引当金の増減額（△は減少） 83,660 81,030

前渡金の増減額（△は増加） △1,575 －

未払費用の増減額（△は減少） 3,148 4,974

未払金の増減額（△は減少） △31,278 △32,519

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,549 3,020

売上債権の増減額（△は増加） 34,562 △56,165

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,136 △832

仕入債務の増減額（△は減少） △16,101 62,121

その他 △24,711 △18,949

小計 201,684 100,419

利息及び配当金の受取額 286 66

利息の支払額 － △84

保険金の受取額 935 100

保険解約返戻金の受取額 705 －

災害損失の支払額 △2,371 －

法人税等の支払額 △220,456 △74,109

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,216 26,391
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △32,354 △15,893

有形固定資産の売却による収入 1,319 －

無形固定資産の取得による支出 － △1,673

出資金の払込による支出 △23 －

貸付けによる支出 △1,600 △1,200

貸付金の回収による収入 314 503

保険積立金の積立による支出 △4,479 △4,701

保険積立金の払戻による収入 668 963

その他 3,415 △83

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,739 △22,084

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △25,494 △28,999

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,494 △28,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,450 △24,692

現金及び現金同等物の期首残高 1,296,603 1,697,806

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,219,152 1,673,113
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該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当社グループは、切断・穿孔工事業を営む単一セグメントにつき、記載を省略しております。 

  

当社グループは、切断・穿孔工事業を主な事業としており、全セグメントの売上高および営業利益
(又は損失）の合計額にしめる切断・穿孔工事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種
類別セグメント情報を省略しております。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年7月1日 至 平成20年9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はありませんので、記載を省略しており

ます。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年7月1日 至 平成21年9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はありませんので、記載を省略しており

ます。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日) 
海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日) 
海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

  

  

  

(5) セグメント情報

【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20年7月１日 至 平成20年9月30日)

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年7月１日 至 平成21年9月30日)

 【所在地別セグメント情報】

 【海外売上高】
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該当事項はありません。 

  

(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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(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

   ２ 当社グループでは、受注日が工事日の1～2日前に確定することが多く、工期が数時間と短 

    く金額が僅少な工事が多いため、日々の工事施工終了時に売上を計上しております。従って 

    、売上金額と受注実績は同額として記載しております。  

   ３ ビルメンテナンス事業の受注実績については、少額であるため、ウォータージェット工法 

    事業に含めて記載しております。    

  

  

  

  

「参考」

 売上実績

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

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日  
  至 平成21年９月30日)

区分 売上高(千円) 売上高(千円)

ダイヤモンド工法事業 1,379,846 1,175,668

ウォータージェット工法事業 247,728 225,227

合計 1,627,574 1,400,895
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