
 
平成21年４月14日 

各   位 
会 社 名 ア ル テ ッ ク 株 式 会 社 
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  加 畑  洋 

 （コード番号 9972 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 星野 幸広 

 （ T E L ： 0 3 － 5 3 6 3 － 0 9 2 2 ）

 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）修正後発事象の発生に伴う 
「平成21年11月期第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 
 

 平成21年３月30日付で公表いたしました「平成21年11月期第１四半期決算短信」について、下記の

理由により訂正することといたしました。 

 

 

記 

 
 
【訂正理由】 

平成 21 年４月１日付で公表しております「取引先の民事再生手続開始申立てによる影響について」お

よび本日付で別途公表しております「債権の取立不能又は取立遅延のおそれ及び特別損失（貸倒引当金繰

入額）計上に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の取引先である斎藤合成樹脂工業株式会社が平成21

年３月30日付で宇都宮地方裁判所に対し、民事再生手続き開始の申立を行ったことに伴い、同社に対する

債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じました。これにより、同社に対する債権から債務を控

除した550百万円を貸倒引当金繰入額として特別損失に計上することといたしましたので、修正後発事象

として平成21年11月期第１四半期連結財務諸表を訂正いたします。 

なお、これによる平成21年11月期（平成20年12月１日から平成21年11月30日）の第２四半期・通

期業績予想の変更につきましては、業績見込みが確定次第お知らせいたします。 

 

 

【訂正箇所】 

訂正箇所には下線 を付しております） 

 訂正項目 

１頁 １．平成21年11月期第1四半期の連結業績 

（１）連結経営成績（累計）（２）連結財政状態 

３頁 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 

 

５・６頁 

７頁 

 ５．四半期連結財務諸表 

 （１）四半期連結貸借対照表 

 （２）四半期連結損益計算書（第１四半期連結累計期間） 
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【訂正内容】 

(１)１頁「１．平成21年11月期第１四半期の連結業績 （１）連結経営成績（累計）の21年11月期第1

四半期欄 

 

【訂正前】  【訂正後】  

四半期純利益 △579百万円 四半期純利益 △1,129百万円

1株当たり四半期純利益 △30.36円 1株当たり四半期純利益 △59.17円

 

(２)１頁「１．平成21年11月期第１四半期の連結業績 （２）連結財政状態の21年11月期第1四半期欄 

 

【訂正前】  【訂正後】  

総資産 19,923百万円 総資産 18,943百万円

純資産 9,751百万円 純資産 9,201百万円

自己資本比率 48.4% 自己資本比率 48.0%

1株当たり四半期純資産 504.97円 1株当たり四半期純資産 476.16円

 

(３)３頁「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」 

 

【訂正前】 

営業損益面につきましては、卸売事業において、

プロジェクト管理の徹底、製造事業においては、

効率的生産活動を推進したことにより、売上総利

益率は前年同期比2.7ポイント改善し売上高減少

による収益減少要因を吸収いたしました。販売費

及び一般管理費におきましては、昨年に引き続き

経費削減を徹底し、前年同期比10.2ポイント削減

いたしました。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は

4,301百万円（前年同期比14.8％減）、営業損益は

216百万円の損失（前年同期は338百万円の損失）、

経常損益は406百万円の損失（前年同期は371百

万円の損失）、四半期純損益は 579 百万円の損失

（前年同期は536百万円の損失）となりました。 

【訂正後】 

営業損益面につきましては、卸売事業において、

プロジェクト管理の徹底、製造事業においては、

効率的生産活動を推進したことにより、売上総利

益率は前年同期比2.7ポイント改善し売上高減少

による収益減少要因を吸収いたしました。販売費

及び一般管理費におきましては、昨年に引き続き

経費削減を徹底し、前年同期比10.2ポイント削減

いたしました。 

四半期純損益につきましては、当社の取引先で

ある斎藤合成樹脂工業株式会社が平成 21 年３月

30日付で宇都宮地方裁判所に対し、民事再生手続

き開始の申立を行ったことに伴い、同社に対する

債権について取立不能又は遅延のおそれが生じた

ため、貸倒引当金繰入額550百万円を特別損失と

して計上いたしました。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は

4,301百万円（前年同期比14.8％減）、営業損益は

216百万円の損失（前年同期は338百万円の損失）、

経常損益は406百万円の損失（前年同期は371百

万円の損失）、四半期純損益は1,129百万円の損失

（前年同期は536百万円の損失）となりました。 
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(４)３頁「定性的情報・財務諸表等 ２．連結財政状態に関する定性的情報」 

 

【訂正前】 

当第１四半期会計期間末における総資産額は、

19,923百万円と、前連結会計年度末比で、14.5％、

3,390 百万円減少いたしました。これは主に、受

取手形及び売掛金の減少、過年度法人税等の支払

および過年度役員退職慰労金の支払による現金及

び預金の減少等により流動資産が、2,571 百万円

減少したことによるものであります。 

負債は、10,172百万円と、前連結会計年度末比

で16.0％、1,939百万円減少いたしました。これ

は主に、前受金の増加があったものの、支払手形

及び買掛金の減少等により流動負債が、1,381 百

万円減少したことによるものであります。 

純資産は、9,751 百万円と、前連結会計年度末

比で13.0％、1,451百万円減少いたしました。こ

れは主に、利益剰余金および為替換算調整勘定の

減少によるものであります。 

【訂正後】 

当第１四半期会計期間末における総資産額は、

18,943百万円と、前連結会計年度末比で、18.7％、

4,370 百万円減少いたしました。これは主に、受

取手形及び売掛金の減少、過年度法人税等の支払

および過年度役員退職慰労金の支払による現金及

び預金の減少等により流動資産が、3,533 百万円

減少したことによるものであります。 

負債は、9,742 百万円と、前連結会計年度末比

で19.6％、2,369百万円減少いたしました。これ

は主に、前受金の増加があったものの、支払手形

及び買掛金の減少等により流動負債が、1,811 百

万円減少したことによるものであります。 

純資産は、9,201 百万円と、前連結会計年度末

比で17.9％、2,001百万円減少いたしました。こ

れは主に、利益剰余金および為替換算調整勘定の

減少によるものであります。 
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（５）５頁「５．四半期連結財務諸表 (1)四半期連結貸借対照表の当期第1四半期連結会計期末欄 

 

（単位：千円） 

【訂正前】 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,833,365

受取手形及び売掛金 5,603,800

商品及び製品 1,413,425

原材料及び貯蔵品 327,105

前渡金 1,210,066

繰延税金資産 95,694

その他 252,061

貸倒引当金 △41,901

流動資産合計 11,693,616

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,822,388

機械装置及び運搬具（純額） 2,946,265

土地 191,124

建設仮勘定 181,016

その他（純額） 724,316

有形固定資産合計 5,865,110

無形固定資産 

ソフトウエア 45,816

その他 8,404

無形固定資産合計 54,220

投資その他の資産 

投資有価証券 309,512

関係会社出資金 1,091,457

長期貸付金 32,000

敷金及び保証金 366,862

繰延税金資産 59,731

その他 450,874

投資その他の資産合計 2,310,439

固定資産合計 8,229,770

資産合計 19,923,386

 

 

【訂正後】 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,833,365

受取手形及び売掛金 4,625,008

商品及び製品 1,413,425

原材料及び貯蔵品 327,105

前渡金 1,210,066

繰延税金資産 95,694

その他 252,061

貸倒引当金 △24,647

流動資産合計 10,732,078

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,822,388

機械装置及び運搬具（純額） 2,946,265

土地 191,124

建設仮勘定 181,016

その他（純額） 724,316

有形固定資産合計 5,865,110

無形固定資産 

ソフトウエア 45,816

その他 8,404

無形固定資産合計 54,220

投資その他の資産 

投資有価証券 309,512

関係会社出資金 1,091,457

長期貸付金 32,000

破産更生債権等 568,869

敷金及び保証金 366,862

繰延税金資産 59,731

その他 430,663

貸倒引当金 △567,254

投資その他の資産合計 2,291,843

固定資産合計 8,211,175

資産合計 18,943,253
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（６）６頁「５．四半期連結財務諸表 (1)四半期連結貸借対照表の当第1四半期連結会計期末欄 

 

（単位：千円） 

【訂正前】 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 4,051,857

短期借入金 1,174,373

未払費用 331,736

未払法人税等 120,587

前受金 1,549,856

その他 424,740

流動負債合計 7,653,151

固定負債 

長期借入金 2,385,004

役員退職慰労引当金 115,076

その他 18,967

固定負債合計 2,519,047

負債合計 10,172,198

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,527,829

資本剰余金 2,783,821

利益剰余金 1,800,928

自己株式 △222,562

株主資本合計 9,890,018

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △25,776

繰延ヘッジ損益 △25,315

為替換算調整勘定 △197,753

評価・換算差額等合計 △248,845

少数株主持分 110,015

純資産合計 9,751,187

負債純資産合計 19,923,386

【訂正後】 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,622,076

短期借入金 1,174,373

未払費用 331,383

未払法人税等 120,587

前受金 1,549,856

その他 424,740

流動負債合計 7,223,017

固定負債 

長期借入金 2,385,004

役員退職慰労引当金 115,076

その他 18,967

固定負債合計 2,519,047

負債合計 9,742,065

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,527,829

資本剰余金 2,783,821

利益剰余金 1,250,928

自己株式 △222,562

株主資本合計 9,340,018

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △25,776

繰延ヘッジ損益 △25,315

為替換算調整勘定 △197,753

評価・換算差額等合計 △248,845

少数株主持分 110,015

純資産合計 9,201,187

負債純資産合計 18,943,253
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（７）７頁「５．四半期連結財務諸表 (2)四半期連結損益計算書の当期第1四半期連結累計期間欄 

 

（単位：千円） 

【訂正前】 

売上高 4,301,349

売上原価 3,669,200

売上総利益 632,148

販売費及び一般管理費 848,348

営業損失（△） △216,199

営業外収益 

受取利息 4,524

不動産賃貸料 5,432

持分法による投資利益 50,790

その他 10,889

営業外収益合計 71,636

営業外費用 

支払利息 42,489

デリバティブ評価損 50,426

為替差損 152,815

その他 16,651

営業外費用合計 262,382

経常損失（△） △406,945

特別利益 

貸倒引当金戻入額 9,810

固定資産売却益 214

特別利益合計 10,025

特別損失 

投資有価証券売却損 50

投資有価証券評価損 38,671

特別損失合計 38,721

税金等調整前四半期純損失（△） △435,641

法人税、住民税及び事業税 5,946

法人税等調整額 167,806

法人税等合計 173,752

少数株主損失（△） △29,755

四半期純損失（△） △579,638

 

 

【訂正後】 

売上高 4,301,349

売上原価 3,669,200

売上総利益 632,148

販売費及び一般管理費 848,348

営業損失（△） △216,199

営業外収益 

受取利息 4,524

不動産賃貸料 5,432

持分法による投資利益 50,790

その他 10,889

営業外収益合計 71,636

営業外費用 

支払利息 42,489

デリバティブ評価損 50,426

為替差損 152,815

その他 16,651

営業外費用合計 262,382

経常損失（△） △406,945

特別利益 

貸倒引当金戻入額 9,810

固定資産売却益 214

特別利益合計 10,025

特別損失 

投資有価証券売却損 50

投資有価証券評価損 38,671

貸倒引当金繰入額 550,000

特別損失合計 588,721

税金等調整前四半期純損失（△） △985,641

法人税、住民税及び事業税 5,946

法人税等調整額 167,806

法人税等合計 173,752

少数株主損失（△） △29,755

四半期純損失 △1,129,638

 

 

 

以  上 
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平成21年11月期 第1四半期決算短信 

平成21年3月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アルテック株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9972 URL http://www.altech.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 加畑 洋
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画室長 （氏名） 星野 幸広 TEL 03-5363-0922
四半期報告書提出予定日 平成21年4月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年11月期第1四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年2月28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11月期第1四半期 4,301 △14.8 △216 ― △406 ― △1,129 ―
20年11月期第1四半期 5,048 △18.9 △338 ― △371 ― △536 ―

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11月期第1四半期 △59.17 ―
20年11月期第1四半期 △28.11 ―

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11月期第1四半期 18,943 9,201 48.0 476.16
20年11月期 23,313 11,202 47.4 579.17

（参考） 自己資本   21年11月期第1四半期  9,641百万円 20年11月期  11,057百万円

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11月期 ― ― ― 6.00 6.00
21年11月期 ―
21年11月期 

（予想）
― ― 6.00 6.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11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

9,500 △26.8 △260 ― △600 ― △750 ― △39.28

通期 25,000 △10.2 860 △13.5 500 △62.2 200 △9.4 10.48

1

（添付資料）



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） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 
 連結業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と大
きく異なる結果となる可能性があります。 
 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。 

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11月期第1四半期 19,354,596株 20年11月期  19,354,596株
② 期末自己株式数 21年11月期第1四半期  262,048株 20年11月期  262,008株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第1四半期 19,092,550株 20年11月期第1四半期 19,092,748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、世界的な金融市場の混乱が株価の大幅な下落

や円高の進行をもたらし、実体経済に大きな影響を及ぼし輸出の減少、設備投資意欲の減退が生

産・雇用面の調整へ発展し、景気後退局面の長期化が避けられない状況となりました。 

このような市場環境の下、当社グループも国内の主力事業である卸売事業においては、大型案件

の減少や受注延期などの景気後退に伴う影響を受けましたが、既存商権を核にしながら徹底したコ

ストコントロールを行い収益力維持に努め、需要が旺盛な海外の主力事業である製造事業において

は、引き続き積極的な営業活動および設備投資を行うことにより、当社グループの経営資源を事業

や地域に分散・ 適化し相互補完することで収益の安定化を図り、景気後退の影響を 小限にとど

める事業ポートフォリオ構築に努めてまいりました。 

このような状況の下、当第１四半期連結会計期間における売上高につきましては、主要顧客先の

設備投資意欲減退の影響により大型機械の販売が減少したことに加え、世界的な貿易取引減少によ

り輸送用リサイクルプラスチックパレットの販売が減少したことなどにより、前年同期比14.8％減

となりました。 

営業損益面につきましては、卸売事業において、プロジェクト管理の徹底、製造事業において

は、効率的生産活動を推進したことにより、売上総利益率は前年同期比2.7ポイント改善し売上高

減少による収益減少要因を吸収いたしました。販売費及び一般管理費におきましては、昨年に引き

続き経費削減を徹底し、前年同期比10.2ポイント削減いたしました。 

四半期純損益につきましては、当社の取引先である斎藤合成樹脂工業株式会社が平成21年３月30

日付で宇都宮地方裁判所に対し、民事再生手続き開始の申立を行ったことに伴い、同社に対する債

権について取立不能又は遅延のおそれが生じたため、貸倒引当金繰入額550百万円を特別損失とし

て計上いたしました。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は4,301百万円（前年同期比14.8％減）、営業損

益は216百万円の損失（前年同期は338百万円の損失）、経常損益は406百万円の損失（前年同期は

371百万円の損失）、四半期純損益は1,129百万円の損失（前年同期は536百万円の損失）となりま

した。 

なお、当社グループにおいては、得意先の予算確定時期の関係で毎年２月から６月にかけて受注

が多くなる傾向があり、主力商品である輸入機械の多くが６ヵ月前後の納期であるため売上が第４

四半期に集中、増加する傾向にあります。   

  

 財政状態（連結）の変動状況 

当第１四半期会計期間末における総資産額は、18,943百万円と、前連結会計年度末比で、

18.7％、4,370百万円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少、過年度法人税

等の支払および過年度役員退職慰労金の支払による現金及び預金の減少等により流動資産が、

3,533百万円減少したことによるものであります。 

負債は、9,742百万円と、前連結会計年度末比で19.6％、2,369百万円減少いたしました。これ

は主に、前受金の増加があったものの、支払手形及び買掛金の減少等により流動負債が、1,811百

万円減少したことによるものであります。 

純資産は、9,201百万円と、前連結会計年度末比で17.9％、2,001百万円減少いたしました。こ

れは主に、利益剰余金および為替換算調整勘定の減少によるものであります。 

  

  

当第１四半期連結会計期間までの業績は概ね当初計画どおりに推移しており、平成21年１月15日

に公表いたしました第２四半期連結会計期間及び通期の業績予想に変更はありません。  

  

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。 

  
   

（簡便な会計処理） 

①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。  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

該当事項はありません。 

  

  

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） 

（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 

（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 

（会計基準等の改正に伴う変更）  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 

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の用語、様式及び作成方法に

関する規則」（平成19年８月10日 内閣府令第64号）に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５

日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下

げの方法）により算定しております。これによる損益に与える影響はありません。 

（会計基準等の改正に伴う変更以外の変更）  

①所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月30日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月30日 企業会計適用指

針第16号）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることになっ

たことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。これによる損益に与える影響はありません。 

なお、 リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,833,365 3,863,353

受取手形及び売掛金 4,625,008 6,972,873

商品及び製品 1,413,425 1,423,333

原材料及び貯蔵品 327,105 362,802

前渡金 1,210,066 921,508

繰延税金資産 95,694 192,886

その他 252,061 580,274

貸倒引当金 △24,647 △51,712

流動資産合計 10,732,078 14,265,319

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,822,388 2,048,146

機械装置及び運搬具（純額） 2,946,265 3,285,624

土地 191,124 207,891

建設仮勘定 181,016 220,073

その他（純額） 724,316 846,277

有形固定資産合計 5,865,110 6,608,013

無形固定資産   

ソフトウエア 45,816 18,919

その他 8,404 8,404

無形固定資産合計 54,220 27,323

投資その他の資産   

投資有価証券 309,512 334,768

関係会社出資金 1,091,457 1,051,850

長期貸付金 32,000 32,000

破産更生債権等 568,869 －

敷金及び保証金 366,862 394,171

繰延税金資産 59,731 149,230

その他 430,663 451,296

貸倒引当金 △567,254 －

投資その他の資産合計 2,291,843 2,413,317

固定資産合計 8,211,175 9,048,654

資産合計 18,943,253 23,313,974
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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２月28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11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,622,076 5,209,827

短期借入金 1,174,373 1,395,108

未払費用 331,383 610,409

未払法人税等 120,587 319,083

前受金 1,549,856 1,004,649

その他 424,740 495,752

流動負債合計 7,223,017 9,034,830

固定負債   

長期借入金 2,385,004 2,681,291

役員退職慰労引当金 115,076 370,633

その他 18,967 24,726

固定負債合計 2,519,047 3,076,651

負債合計 9,742,065 12,111,481

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,527,829 5,527,829

資本剰余金 2,783,821 2,783,821

利益剰余金 1,250,928 2,495,122

自己株式 △222,562 △222,554

株主資本合計 9,340,018 10,584,219

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,776 △37,509

繰延ヘッジ損益 △25,315 △39,102

為替換算調整勘定 △197,753 550,315

評価・換算差額等合計 △248,845 473,703

少数株主持分 110,015 144,569

純資産合計 9,201,187 11,202,492

負債純資産合計 18,943,253 23,313,974
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 4,301,349

売上原価 3,669,200

売上総利益 632,148

販売費及び一般管理費 848,348

営業損失（△） △216,199

営業外収益  

受取利息 4,524

不動産賃貸料 5,432

持分法による投資利益 50,790

その他 10,889

営業外収益合計 71,636

営業外費用  

支払利息 42,489

デリバティブ評価損 50,426

為替差損 152,815

その他 16,651

営業外費用合計 262,382

経常損失（△） △406,945

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,810

固定資産売却益 214

特別利益合計 10,025

特別損失  

投資有価証券売却損 50

投資有価証券評価損 38,671

貸倒引当金繰入額 550,000

特別損失合計 588,721

税金等調整前四半期純損失（△） △985,641

法人税、住民税及び事業税 5,946

法人税等調整額 167,806

法人税等合計 173,752

少数株主損失（△） △29,755

四半期純損失（△） △1,129,638
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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。 

  

 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 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期
（自 平成19年12月１日 

  至 平成20年２月29日） 

金額（千円） 百分比（％）

Ⅰ 売上高  5,048,872  100.0

Ⅱ 売上原価  4,442,835  88.0

売上総利益  606,036  12.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  944,414  18.7

営業損失  338,377 △6.7

Ⅳ 営業外収益  162,552  3.2

Ⅴ 営業外費用  195,463  3.9

経常損失  371,288 △7.4

Ⅵ 特別利益  118,501  2.4

Ⅶ 特別損失  513,059  10.2

税金等調整前四半期純損失  765,846 △15.2

法人税、住民税及び事業税  176,752  3.4

法人税等調整額 △403,697 △8.0

少数株主損失  2,234 △0.0

四半期純損失  536,666 △10.6
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