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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(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 ％

20年３月期 10,953 28.6 727 50.1 674 32.2 443 44.4

19年３月期 8,519 9.2 484 7.8 510 4.5 307 △0.2

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 ％ ％ ％

20年３月期 78 34 ―  8.1 7.4 6.6

19年３月期 548 73 ―  5.9 5.9 5.7

（参考）持分法投資損益 20年３月期 ― 百万円 19年３月期 ― 百万円

(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

20年３月期 9,504 5,752 60.5 942 98

19年３月期 8,778 5,248 59.8 9,372 53

（参考）自己資本 20年３月期 5,752百万円 19年３月期 5,248百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

20年３月期 273 △189 220 1,197

19年３月期 0 △184 △120 640

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） 期末 年間

円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 125 00 125 00 70 22.8 1.4

20年３月期 20 00 20 00 121 27.5 2.2

21年３月期（予想） 20 00 20 00 － 24.4 －

 

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、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

4,200 △15.3 140 △40.5 140 △41.0 75 △43.9 12 30

通期 11,000 0.4 780 7.2 760 12.6 500 12.7 81 96
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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）　有

新規 1社 （社名　日門(青島)建材有限公司） 除外 0社  

（注）詳細は、7ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(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）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16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」をご覧ください。

(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） 20年３月期 6,100,000株 19年３月期 560,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 80株 19年３月期 0株

（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、34ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(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 ％

20年３月期 9,890 19.4 590 26.9 588 19.6 367 26.1

19年３月期 8,283 5.1 465 11.9 491 8.2 291 6.6

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

20年３月期 64 82 ―  

19年３月期 519 87 ―  

(2）個別財政状態

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

20年３月期 8,982 5,603 62.4 918 62

19年３月期 8,541 5,192 60.8 9,273 09

（参考）自己資本 20年３月期 5,603百万円 19年３月期 5,192百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31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）

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

3,800 △18.0 148 △33.8 148 △33.9 83 △33.0 13 61

通期 9,600 △2.9 630 6.6 610 3.7 360 △2.0 59 02

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は本資料の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ます。

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の概況

当社グループの連結業績は営業利益、経常利益、当期純利益とも、株式上場費用65百万円を要したものの、平成

9年3月期以降で最高となりました。

その概要についてご報告いたします。

 

 

当連結会計年度

（自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日） 

 金額（百万円） 前連結会計年度比 （％）

 売上高 10,953 128.6

 営業利益 727 150.1

 経常利益 674 132.2

 当期純利益 443 144.4

 

当連結会計年度の国内経済は、内閣府の３月月例経済報告では、「回復はこのところ足踏み状態にある」と表現

され、２ヶ月連続で下方修正されています。景気回復を牽引してきた企業部門の動きが弱まっているものと考えら

れます。

住宅関連業界におきましては、構造計算書偽造に端を発する改正建築基準法の施行（平成19年6月20日）による建

築確認の承認遅延に伴う建築着工の遅延の影響が大きく、国土交通省が4月30日に発表した建築着工統計調査報告に

よると、平成19年４月から平成20年３月の新設住宅着工戸数は対前年比19.4％減の1,035,598戸と落ち込み、中でも

分譲マンションの着工戸数は対前年比34.0％減の159,685戸と5年ぶりの減少となる等、厳しい経営環境が続いてお

ります。

このような情勢の中で、当社グループは中国市場では、平成19年5月に日門（青島）建材有限公司の本格稼動を開

始し、中国最大のデベロッパーである万科企業股份有限公司との取引を開始する等、中国市場における積極的な事

業展開を行いました。また、国内では、前事業年度に設置した6営業拠点に加え、平成19年6月に静岡県に営業拠点

を新設する等、積極的な販売強化策を行いました。

②品目別の状況

　当社グループの主力商品である室内ドアは、前連結会計年度比23.7％増と大幅に販売を伸ばすことができました。

また、住宅内装部材のシステム化を推進した結果、収納ボックスは前連結会計年度比53.8％増、化粧造作材は前連

結会計年度比27.6％増と大幅に販売を増加させることが出来ました。プレカットにつきましては、建築確認の承認

遅延に伴う建築着工の遅延の影響が大きく、前連結会計年度比17.7％減となりました。

　品目別による売上高、受注高、受注残高は次のとおりであります。

　　　１）品目別売上高明細書

 
当連結会計年度 

（自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日） 

 
金額

 （百万円）

前連結会計年度比 

（％）

 室内ドア 8,205 123.7

 収納ボックス 696 153.8

 化粧造作材 512 127.6

 プレカット 304 82.3

 その他 1,234 186.6

 合計 10,953 128.6
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　　　２）品目別受注高及び受注残高

 
当連結会計年度 

（自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日） 

  受注高  受注残高

 
金額

 （百万円）

前連結会計年度比

 （％）

金額

 （百万円）

前連結会計年度比

 （％）

 室内ドア 7,953 107.1 2,838 91.9

 収納ボックス 957 138.2 666 164.3

 化粧造作材 536 109.7 220 112.0

 プレカット 304 82.3 ― ―

 その他 1,286 167.5 351 117.3

 合計 11,038 113.2 4,076 102.1

 

 

③次期の見通し

次期の国内経済につきましては、今後の急速な円高や原油価格の高騰等、企業収益への懸念が強まる恐れも考え

られ、充分注視していく必要があるものと思われます。

　住宅関連業界におきましては、改正建築基準法の施行に伴う混乱は落ち着いてきたものの、依然として継続する

政府の構造改革や公共投資の縮小に加え、原材料の高止まりや販売価格競争等、予断を許さない状況が続くものと

思われます。

　当社グループにおいては、国内ではこの影響により、上期においては、売上、利益とも対前年同期比でマイナス

となる見込みです。下期においては、引き合い状況や、前年度から進めている営業拠点への増員、住宅内装部材の

システム化の推進の効果等から受注増を見込み、増収増益を予想しております。

　中国国内においては、中国政府の方針でのマンション販売のインフィル（内装工事付）化も後押しし、多くのデ

ベロッパーから引き合いがあることや、代理店網の拡充により、受注増に繋がっております。今後も、積極的な営

業展開を行い、業績拡大を進めてまいります。

　これらのことを考慮して、通期の連結売上高は前連結会計年度比0.4％増の11,000百万円を見込んでいます。利益

面については、原材料の高止まりや販売価格競争等、厳しい状況にはありますが、製造段階での各種コスト低減と

あわせ、ニック事業部（茨城工場）に併設した関東物流センターの本格稼動による物流コストの削減によりコスト

アップ要因を吸収し、売上高営業利益率は改善する見込みであります。これらのことから営業利益は前連結会計年

度比7.2％増の780百万円、経常利益は前連結会計年度比12.6％増の760百万円、当期純利益は前連結会計年度比

12.7％増の500百万円を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末における資産総額は9,504百万円となり、前連結会計年度末より726百万円増加しております。

これは主に現金及び預金の増加557百万円、受取手形及び売掛金の増加688百万円によるものです。

　負債総額は3,752百万円となり、前連結会計年度より222百万円増加しています。これは主に売上の増加に伴う支

払手形及び買掛金の増加254百万円によるものです。

　純資産につきましては、5,752百万円となり、前連結会計年度末より503百万円増加となりました。これは主とし

て資本金の増加186百万円、資本剰余金の増加186百万円、利益剰余金の増加372百万円によるものです。
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②キャッシュ・フローの状況 

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,197百万円となり、前会計年度末よ

り557百万円増加いたしました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

　営業活動により増加した資金は273百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益667百万円、減

価償却費136百万円、売上債権の増加額686百万円、仕入債務の増加額250百万円、法人税等の支払額290百万円に

よるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により減少した資金は189百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出162百万円

によるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により増加した資金は220百万円となりました。これは主に株式の発行による収入372百万円、親会社

による配当金の支払額70百万円によるものです。

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

第42期
平成18年3月期

第43期
平成19年3月期

第44期
平成20年3月期

自己資本比率（％） 60.8 59.8 60.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
― ― 38.8

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
0.9 684.4 1.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
58.4 0.0 22.7

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）第41期以前につきましては連結財務諸表を作成していないため表示しておりません。第42期以降につきま

しては、連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）時価ベースの自己資本比率につきましては、上場後の第44期のみ記載しております。

（注４）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

 （注５）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社の剰余金の配当に関する基本方針は、収益状況に対応した上で、株主還元の充実を図る一方で、企業体質の強

化、及び業容の拡大に備えて内部留保を充実することを目標としています。この内部留保につきましては、業界内部

における競争激化に対処し、コスト競争力を高めるための設備投資等の資金需要に備えるためであり、将来的には収

益の向上を通じて株主の皆様に還元できるものと考えております。

　配当金については、この方針のもと、当期末配当については当初予定通り１株当たり２０円００銭（上場記念配当

７円５０銭含む）を予定しております。これにより配当性向は27.5％となります。

　次期につきましては、１株当たり２０円００銭の配当を予定しております。
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(4）事業等のリスク

 ※最近の有価証券届出書（平成20年1月9日提出）から新たなリスクが顕在化していないため、記載を省略しておりま

す。当該有価証券届出書は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。

 　　（金融庁ＥＤＩＮＥＴホームページ）

　　　　 http://info.edinet-fsa.go.jp/
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２．企業集団の状況
 

(1）事業の内容

　当社グループは、当社及び連結子会社２社(うち海外２社)で構成されており、室内ドア、収納ボックス及び化粧造

作材等の内装システム部材の製造販売を主に行っております。当社は日本国内における製品の製造販売を行い、連結

子会社２社につきましては、一部の日本国内向けの室内ドアを除き、主として中国国内向けの製品の製造販売を行っ

ております。

　当社グループは、デベロッパー等のニーズに応えるために昭和61年より、生産システムにＭＲＰ（Material 

Requirement Planning）を導入し、デベロッパー等の希望する仕様及び納期に合わせた多品種少量生産が可能な体制

を構築してまいりました。現在では、引合～受注～調達～生産～納入～回収までの過程を一元管理するシステムを導

入し、事業運営の効率化を図っております。

　一方、製品開発の分野におきましても、住宅購入者の嗜好を意識した「内装のトータルコーディネート」、「環境・

高齢化に配慮した製品開発」に取り組み、環境にやさしく、安全で個性豊かな自分らしさを主張できる製品を生み出

してまいりました。これらの当社グループのオリジナル製品をハウスメーカー、デベロッパー及び地方のホームビル

ダーに提案し、事業を拡大してまいりました。また、これらの製品を安心して使用して頂くために、平成9年にISO9001

の認証を取得し、品質の安定した製品を供給できる体制の構築に努めております。さらに平成18年にはISO14001の認

証を取得し、環境への影響に配慮した企業活動に取り組んでおります。 

　当社グループの取扱品目の内容は以下のとおりであります。 

＜室内ドア＞ 

　住宅の内装に用いる木製のドアです。リビング、洋室、洗面、トイレ、和室などに用いる開き戸、引戸及び折戸等

があります。 

＜収納ボックス＞ 

　住宅の内装に用いる、据付けの木製の家具です。玄関収納（下駄箱など）、洋室収納（クローゼットなど）、洗面

収納（つり戸棚など）等があります。

＜化粧造作材＞

　住宅の内装に用いる、板状の建材です。窓アルミサッシの室内側に取り付ける木製のサッシ額縁、床と壁の境に装

飾的に取り付ける幅木、天井と壁の境に装飾的に取り付ける木製の廻り縁などがあります。

＜プレカット＞ 

　木造住宅向けのプレカット材です。プレカット材とは、柱や梁、床などの骨組みを工場であらかじめカット（プレ

カット）して、工事現場に納入するものです。プレカット材を使用することにより、建築作業員は工事現場で柱、梁

を加工することなく、組み立てるだけで木造住宅の骨組みが出来上がります。

＜その他＞ 

　仕入商品等です。住宅の内装に用いる部品（ドアクローザー、戸当りなど）及び襖、障子などがあります。

 

(2）事業系統図

 海外市場 国内市場 

デベロッパー等 

海外連結子会社 

製造販売:昆山日門建築装飾有限公司 

製造:日門(青島)建材有限公司 

商社 

ニホンフラッシュ株式会社 

仕入先 

ゼ
ネ
コ
ン 

デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
等 

加工品の仕入 

原材料の仕入 

製品・商品の販売 

製品・商品の販売 

製品の仕入 

原材料の供給 

原材料の仕入 

原材料 

原材料の仕入 

仕入先 

外注先 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　欧米のように建築のパーツが店頭に並び、自動車、船、電気製品のパーツのごとく売られる。このときを夢見て、

ニホンフラッシュ株式会社は昭和４０年創業いたしました。然るに、近年人々の求める室内ドア、収納ボックス、化

粧造作材は、インテリア構成材として装飾性をより志向し、その上デザイン、カラー、機能などに関し一層多様化、

個性化が進行し、大量生産型の規格品では通用しなくなってまいりました。

　このような流れの中、当社グループはお客様の真のニーズに迅速にお応えするために、顧客からの情報を、即、生

産情報に変換できるシステムの構築に成功いたしました。今後も当社グループは、この生産システムを積極的に活用

した事業運営を続けてまいります。　

(2）目標とする経営指標

  当社グループが目標としている経営指標は、ＲＯＥ（株主資本利益率）8％以上であります。この指標は事業効率向

上と株主価値の最大化を図るための資本効率の向上を目指したものであり、連結・個別ともに継続的に達成できるた

めの強い体質を確立いたします。具体的な目標達成策として、合理化、原価低減、高い効率の設備投資等により一人

当たりの生産性を高め、長年かけて創り上げた多品種少量生産のIＴ技術を有効に活用し従業員一人ひとりが常に利益

を意識した活動を行ってまいりました。　

  今後も目標達成に向けて各施策を実施し、業績および株主価値の向上を図ってまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　今後の木質内装業界は、国内においては少子高齢化が進むことから、新設住宅着工戸数の増加は期待できなく、厳

しい受注、価格競争が継続するものと予想されます。反面、海外においては中国のように拡大を続けるマーケットと

して大きな需要が継続されております。このような状況下にあって、当社の持つ受注生産の強みを発揮できる分譲マ

ンション市場において、１戸当たりに占める自社製品の占有率のアップとコスト競争力を確保し、着実な業容拡大と

安定した利益確保に努めてまいります。

①中国国内の旺盛な需要に対応するため、当社グループの二つ目の子会社（日門（青島）建材有限公司）を新築移転

し、生産能力を現在の約５倍とすることにより、供給能力の拡大を図ります。また、昆山日門建築装飾有限公司に

おいては、本社並みのＩＴ化を図り、引合～受注～調達～生産～納入～回収を管理する一気通貫システムを導入し、

業務の効率化を行います。

  同時に、販売体制の強化に向けて代理店網の拡充を図り、当社グループのブランドを確立させ、同国沿海部を中

心とした積極的な事業拡大を目指します。

②営業力増強と販売網拡充を図るため、平成19年度に集中的に設置した営業拠点（6ヶ所）への増員を行い、より充実

した体制を構築いたします。また、ニック事業部（茨城工場）に関東物流センターを併設し首都圏の営業力強化と

流通コストの低減を図り効率化に取組んでまいります。

③生産体制の充実を図り、生産性向上および市場ニーズに適応する新製品開発に積極的に取組んでまいります。

(4）会社の対処すべき課題

  当社グループでは、増収増益の経営を基本とし、今後も収益を維持しながら業績拡大に努めてまいります。また、

管理体制面では、内部統制の整備、運用を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの充実、強化を行ってまいりま

す。  

(5）その他、会社の経営上重要な事項

  該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   809,793   1,367,232   

２．受取手形及び売掛金 ※１  2,900,281   3,588,719   

３．たな卸資産   752,097   731,663   

４．繰延税金資産   51,867   59,761   

５．未収入金   126,394   115,860   

６．その他   88,621   15,887   

貸倒引当金   △11,990   △8,850   

流動資産合計   4,717,065 53.7  5,870,274 61.8 1,153,209

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  2,143,635   2,173,357    

減価償却累計額  1,275,916 867,719  1,330,237 843,119   

(2）機械装置及び運搬具  601,453   701,988    

減価償却累計額  317,529 283,923  362,748 339,240   

(3）土地   944,770   944,770   

(4）その他  98,471   119,111    

減価償却累計額  46,489 51,982  61,854 57,256   

有形固定資産合計   2,148,395 24.5  2,184,387 23.0 35,992

２．無形固定資産         

(1）のれん   80,000   60,000   

(2）その他   82,469   89,637   

無形固定資産合計   162,469 1.9  149,637 1.5 △12,831

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,154,363   757,347   

(2）関係会社出資金   237,700   44,700   

(3）会員権   77,230   74,297   

(4）繰延税金資産   87,110   263,166   

(5）その他   195,866   162,703   

貸倒引当金   △1,800   △1,800   

投資その他の資産合計   1,750,469 19.9  1,300,415 13.7 △450,054

固定資産合計   4,061,334 46.3  3,634,440 38.2 △426,893

資産合計   8,778,399 100.0  9,504,715 100.0 726,315
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金 ※１  1,933,733   2,188,698   

２．短期借入金   336,855   325,507   

３．１年以内返済予定の長
期借入金

  66,924   38,336   

４．未払金   261,987   276,776   

５．未払法人税等   184,613   128,319   

６．未払消費税等   21,214   59,625   

７．賞与引当金   57,180   89,043   

８．その他   32,434   40,542   

流動負債合計   2,894,942 33.0  3,146,850 33.1 251,908

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   38,336   －   

２．退職給付引当金   261,050   270,313   

３．長期未払金   335,452   335,452   

固定負債合計   634,838 7.2  605,765 6.4 △29,072

負債合計   3,529,780 40.2  3,752,616 39.5 222,835

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   680,000   866,000   

２．資本剰余金   505,000   691,000   

３．利益剰余金   3,768,485   4,141,020   

４．自己株式   －   △48   

株主資本合計   4,953,485 56.4  5,697,972 59.9 744,486

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  228,289   △10,226  △238,516

２．繰延ヘッジ損益   18,314   △1,794  △20,109

３．為替換算調整勘定   48,527   66,147  17,619

評価・換算差額等合計   295,132 3.4  54,126 0.6 △241,005

純資産合計   5,248,618 59.8  5,752,099 60.5 503,480

負債純資産合計   8,778,399 100.0  9,504,715 100.0 726,315
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   8,519,621 100.0  10,953,711 100.0 2,434,090

Ⅱ　売上原価   5,958,894 69.9  7,514,712 68.6 1,555,818

売上総利益   2,560,727 30.1  3,438,999 31.4 878,272

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  2,076,020 24.4  2,711,279 24.8 635,258

営業利益   484,707 5.7  727,720 6.6 243,013

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  1,243   3,102    

２．受取配当金  23,234   23,167    

３．受取賃貸料  10,474   9,975    

４．為替差益  －   －    

５．その他  10,550 45,502 0.5 15,802 52,048 0.5 6,545

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  13,249   12,045    

２．為替差損  4,616   24,744    

３．株式上場関連費用  －   65,162    

４．その他  1,991 19,857 0.2 2,961 104,913 0.9 85,056

経常利益   510,352 6.0  674,854 6.2 164,502

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  －   3,139    

２．投資有価証券売却益  244,588   －    

３．抱合せ株式消滅差益  10,121 254,710 3.0 － 3,139 0.0 △251,570

Ⅶ　特別損失         

１．有形固定資産除却損 ※３ －   2,696    

２．投資有価証券評価損  －   6,795    

３．投資有価証券売却損  46   －    

４．会員権評価損  6,743   232    

５．会員権売却損  －   554    

６．減損損失 ※４ 639   －    

７．役員退職慰労金  250,651 258,081 3.0 － 10,279 0.1 △247,802

税金等調整前当期純利益   506,981 6.0  667,715 6.1 160,734

法人税、住民税及び事業税  305,083   262,374    

法人税等還付金  －   △31,387    

法人税等調整額  △105,390 199,692 2.4 △7,111 223,875 2.0 24,182

当期純利益   307,288 3.6  443,839 4.1 136,551
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高（千円） 680,000 505,000 3,529,197 4,714,197

連結会計年度中の変動額     

利益処分による剰余金の配当   △56,000 △56,000

利益処分による役員賞与   △12,000 △12,000

当期純利益   307,288 307,288

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計（千円）   239,288 239,288

平成19年３月31日残高（千円） 680,000 505,000 3,768,485 4,953,485

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高（千円） 362,226 － 28,312 390,538 5,104,736

連結会計年度中の変動額      

利益処分による剰余金の配当     △56,000

利益処分による役員賞与     △12,000

当期純利益     307,288

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△133,937 18,314 20,215 △95,406 △95,406

連結会計年度中の変動額合計（千円） △133,937 18,314 20,215 △95,406 143,882

平成19年３月31日残高（千円） 228,289 18,314 48,527 295,132 5,248,618
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金  自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高（千円） 680,000 505,000 3,768,485 － 4,953,485

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行 186,000 186,000   372,000

剰余金の配当   △70,000  △70,000

当期純利益   443,839  443,839

従業員奨励福利基金   △1,305  △1,305

自己株式の取得    △48 △48

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計（千円） 186,000 186,000 372,534 △48 744,486

平成20年３月31日残高（千円） 866,000 691,000 4,141,020 △48 5,697,972

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高（千円） 228,289 18,314 48,527 295,132 5,248,618

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行     372,000

剰余金の配当     △70,000

当期純利益     443,839

従業員奨励福利基金     △1,305

自己株式の取得     △48

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△238,516 △20,109 17,619 △241,005 △241,005

連結会計年度中の変動額合計（千円） △238,516 △20,109 17,619 △241,005 503,480

平成20年３月31日残高（千円） △10,226 △1,794 66,147 54,126 5,752,099
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　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  506,981 667,715  

減価償却費  115,168 136,229  

のれん償却額  10,000 20,000  

減損損失  639 －  

為替差益  △1,889 △9,315  

役員退職慰労引当金の減
少額

 △98,074 －  

貸倒引当金の減少額  △11,462 △3,139  

退職給付引当金の増加額  1,773 9,263  

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 △20,604 31,863  

受取利息及び受取配当金  △24,477 △26,270  

支払利息  13,249 12,045  

投資有価証券売却益  △244,588 －  

抱合せ株式消滅差益  △10,121 －  

有形固定資産除却損  － 2,696  

投資有価証券売却損  46 －  

ゴルフ会員権評価損  6,743 232  

投資有価証券評価損  － 6,795  

売上債権の増加額  △59,740 △686,982  

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △70,258 23,922  

仕入債務の増加額（△減
少額）

 △96,503 250,459  

役員賞与の支払額  △12,000 －  

その他の資産の減少額
(△増加額)

 △87,602 54,831  

その他の負債の増加額
(△減少額)

 277,642 59,497  

小計  194,920 549,845 354,924

利息及び配当金の受取額  24,364 26,004  

利息の支払額  △11,579 △12,366  

法人税等の支払額  △207,058 △290,130  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 646 273,353 272,706
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　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

 △68,587 △162,526  

無形固定資産の取得によ
る支出

 △4,838 △15,244  

投資有価証券の取得によ
る支出

 △106,821 △11,503  

投資有価証券の売却によ
る収入

 317,253 －  

合併した子会社株式の取
得

 △77,576 －  

非連結子会社への出資  △237,700 －  

その他の投資活動による
支出

 △6,527 －  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △184,797 △189,274 △4,476

Ⅲ　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  50,762 △53,096  

長期借入金の返済による
支出

 △115,114 △28,588  

株式の発行による収入  － 372,000  

自己株式の取得による支
出 

 － △48  

親会社による配当金の支
払額

 △56,000 △70,000  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △120,351 220,267 340,619

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 2,544 16,339 13,794

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

 △301,957 320,685 622,643

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 942,351 640,393 △301,957

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び
現金同等物の期首残高

 － 236,753 236,753

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末
残高

 640,393 1,197,832 557,438
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　１社

昆山日門建築装飾有限公司

(1）連結子会社の数　２社

昆山日門建築装飾有限公司

日門（青島）建材有限公司

　上記のうち、日門（青島）建材有限公

司については、当連結会計年度において

重要性が増加したため、連結の範囲に含

めております。

 (2）主要な非連結子会社の名称等

日門（青島）建材有限公司

──────

 

 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためでありま

す。

 

 

２．持分法の適用に関する事

項

持分法を適用しない非連結子会社及び関連

会社

日門（青島）建材有限公司

エフ・グループ協同組合

持分法を適用しない非連結子会社及び関連

会社

エフ・グループ協同組合

 持分法を適用しない理由

　当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適用範囲から

除外しております。

持分法を適用しない理由

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社である昆山日門建築装飾有限

公司の決算日は12月31日であります。

 

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日３月31日

までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

　連結子会社である昆山日門建築装飾有限

公司及び日門（青島）建材有限公司の決算

日は12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日３月31日

までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

(1）有価証券

(イ)関係会社出資金

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

(1）有価証券

(イ)関係会社出資金

同左

 (ロ)その他の有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。

(ロ)その他の有価証券

時価のあるもの

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し

ております。

時価のないもの

同左

 (2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

 (3）たな卸資産の評価基準及び評価方法

(イ)商品、製品、原材料、仕掛品

主として、総平均法による原価法を

採用しております。

(3）たな卸資産の評価基準及び評価方法

(イ)商品、製品、原材料、仕掛品

同左

 (ロ)貯蔵品

主として、最終仕入原価法を採用し

ております。

(ロ)貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(1）有形固定資産

　当社は平成10年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）については定

額法それ以外の有形固定資産については

定率法を採用しております。

　また、連結子会社については定額法を

採用しております。

　なお、耐用年数については次のとおり

であります。

建物及び構築物　　　７年～47年

機械装置及び運搬具　２年～10年

(1）有形固定資産

同左

  

 

 

 

 

 

 （会計方針の変更）

　当社は法人税法の改正に伴い、当連結

会計年度より、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。これによる損益に与え

る影響は軽微であります。

 （追加情報）

　当社は法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固定資産

については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により、取得価額

の５％に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上してお

ります。これによる損益に与える影響額

は2,032千円であります。

 

 (2）無形固定資産

　当社は定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェアについては社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいて

おります。

　のれんについては５年間で均等償却し

ております。

(2）無形固定資産

同左

ニホンフラッシュ㈱ (7820) 平成 20 年 3 月期決算短信

－ 17 －



項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　当社は従業員に支給する賞与に充てる

ため,支給見込額のうち当連結会計年度

に負担すべき金額を計上しています。

(2）賞与引当金

同左

 (3）退職給付引当金

　当社は従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づいて計上し

ております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。

(3）退職給付引当金

同左

 (4）役員退職慰労引当金

──────

──────

 （追加情報）

　当社は平成18年６月27日開催の株主総

会の決議により、役員退職慰労金制度が

廃止され打ち切り支給額が確定しており

ます。

　これにより、役員退職慰労引当金は、

全額取崩しを行い、確定額については、

長期未払金に計上しております。

 

 

 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理している。なお、連

結子会社等の換算は、連結子会社の決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算

調整勘定に含めている。

同左

 

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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によっております。

同左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替スワップション

ヘッジ対象…輸入による外貨建買入債

務及び外貨建予定取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　主に当社の内規である「デリバティブ

取引管理規程」に基づき、為替変動リス

クをヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時及びその後も継続して

キャッシュフローの変動を完全に相殺す

るものと想定することができるため、

ヘッジの有効性の判定を省略しておりま

す。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同左

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は5,230,303千円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結財務諸表の純資産の部については、改正後の

連結財務諸表規則により作成しております。

──────

 

　

 

（企業結合に係る会計基準等）

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日

　企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員

会　最終改正平成18年12月22日　企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

連結会計年度末日は金融機関の休日でしたが、満期日

に決済が行われたものとして処理しております。当連

結会計年度末日の満期手形の金額は次のとおりであり

ます。

※１．

──────

受取手形 67,120千円

支払手形 431,229千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要費目及び金額は次

のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要費目及び金額は次

のとおりであります。

運賃 503,249千円

現場管理費 523,177

役員報酬 89,760

給与及び手当 353,971

賞与引当金繰入額 17,810

退職給付費用 7,775

貸倒引当金繰入額 2,038

減価償却費 31,437

研究開発費 26,172

運賃 633,334千円

現場管理費 761,770

役員報酬 107,784

給与及び手当 403,989

賞与引当金繰入額 27,058

退職給付費用 7,948

減価償却費  31,360

研究開発費  34,333

※２．一般管理費に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費

 26,172千円  34,333千円

※３． ※３．有形固定資産除却損の内容

──────  建物 1,777千円

 その他 918千円

 　計 2,696千円

※４．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは、以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしました。

※４．

──────

 

場所 用途 種類

岡山県赤磐郡山陽町 遊休資産 土地

　当社グループは事業所別を基本として資産をグルー

プ化し、減損の判定を行いました。

　遊休資産において主として時価の著しい下落による

減損が認められますので、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額639千円を減損損失として特別

損失に計上いたしました。その内訳は土地639千円で

あります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、固定資産税評価額を基に評価

を行っております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
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 560,000 － － 560,000

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会
普通株式 56,000 100 平成18年３月31日 平成18年６月28日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月８日

取締役会
普通株式 70,000 利益剰余金 125 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
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）

 発行済株式     

普通株式 560,000 5,540,000 － 6,100,000

合　計 560,000 5,540,000 － 6,100,000

 自己株式     

普通株式 － 80 － 80

合　計 － 80 － 80

（注）１）普通株式の発行済株式総数の増加は、平成19年10月２日付で実施した１株につき10株の株式分割によ

り5,040,000株増加し、平成20年２月13日の有償一般募集による新株の発行を行ったことにより500,000

株増加しております。

２）普通株式の自己株式の株式数の増加80株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月８日

取締役会
普通株式 70,000 125 平成19年３月31日 平成19年６月28日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月30日

取締役会
普通株式 121,998 利益剰余金 20 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在）

（千円）

（平成20年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 809,793

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△169,400

現金及び現金同等物 640,393

現金及び預金勘定 1,367,232 

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△169,400 

現金及び現金同等物 1,197,832 

２．重要な非資金取引の内容

合併

　当連結会計年度に株式会社ニックより引継いだ資産

及び負債の主な内容ならびに株式取得価額と取得のた

めの支払（純額）との関係は次のとおりであります。

　また、合併により増加した資本金及び資本準備金は

ありません。

──────

（平成18年９月７日現在）

（千円）

流動資産 393,947

固定資産 99,346

流動負債 △259,601

のれん 90,000

抱き合わせ株式消滅差益 △10,121

㈱ニック株式の取得価額 313,570

㈱ニック現金及び現金同等物 △235,994

差引：㈱ニック取得のための支出 77,576
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び運搬
具

667,703 513,899 153,804

その他
（工具器具備品）

26,844 10,930 15,913

ソフトウェア 13,320 12,987 332

合計 707,868 537,817 170,051

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び運搬
具

327,159 131,054 196,105

その他
（工具器具備品）

35,517 18,058 17,459

ソフトウェア 9,980 9,980 －

合計 372,657 159,093 213,564

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 75,197千円

１年超 122,036千円

合計 197,234千円

１年内 57,056千円

１年超 165,581千円

合計 222,637千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 133,742千円

減価償却費相当額 107,325千円

支払利息相当額 6,757千円

支払リース料 95,256千円

減価償却費相当額 70,191千円

支払利息相当額 7,380千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 620,652 1,006,788 386,135 116,941 141,874 24,933

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 620,652 1,006,788 386,135 116,941 141,874 24,933

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 7,873 4,774 △3,099 514,265 472,173 △42,092

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 7,873 4,774 △3,099 514,265 472,173 △42,092

合計 628,526 1,011,563 383,036 631,206 614,047 △17,158

　（注）　　有価証券の減損にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べて30％以上下落した場

合には「著しく下落した」ものとし、50％以上下落したものについては減損処理を行っております。また、

30％以上50％未満下落したものについては、時価の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性を判

断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き減損処理を行っております。

　当連結会計年度では、その他有価証券の株式について6,795千円の減損処理を行っております。

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計（千円）

317,253 244,588 46

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 142,800 143,300
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、スワップションで

あります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動

リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で、利

用しております。なお、デリバティブ取引を利用して

ヘッジ会計を行っております。

(3）取引の利用目的

同左

《ヘッジ会計の方法》

　繰延ヘッジ処理によっております。

 

《ヘッジ手段とヘッジ対象》

ヘッジ手段・・・為替スワップション

ヘッジ対象・・・買掛金

 

《ヘッジ方針》

　外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避するため

実需に基づく取引に限定してヘッジを行っております。

 

《ヘッジ有効性評価の方法》

　ヘッジの開始時及びその後も継続してキャッシュフ

ローの変動を完全に相殺するものと想定することができ

るため、ヘッジの有効性の判定を省略しております。

 

(4）取引に係るリスクの内容

　為替オプション取引等は為替相場の変動によるリスク

を有しております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し

ているため信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等はあく

までもデリバティブ取引における名目的な契約額、また

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自平成19年４月１

日　至平成20年３月31日）

　当社グループはヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しています。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　確定給付型の制度として、退職一時金制度と適格退職年金制度を併用しております。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

退職給付債務 △305,972千円 △332,134千円

年金資産 63,561 62,702

差引 △242,411 △269,431

未認識数理計算上の差異 △18,639 △882

退職給付引当金 △261,050 △270,313

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

勤務費用 20,158千円 20,584千円

利息費用 5,989 6,119

期待運用収益 △914 △953

数理計算上の差異の費用処理額 △1,149 △1,049

退職給付費用 24,083 24,701

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2）割引率 2.0  2.0

(3）期待運用収益率（％） 1.5  1.5

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 10  10

 

（各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしており

ます。）

（各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしており

ます。）

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平

成20年３月31日）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内

訳

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内

訳

繰延税金資産（流動）   

貸倒引当金 4,844千円

未払事業税 16,146  

賞与引当金 23,100  

その他 7,776  

計 51,867  

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金 105,464千円

未払役員退職慰労金 135,522  

減損損失 6,452  

その他 6,832  

計 254,272  

繰延税金負債（固定）   

その他有価証券評価差額金 △154,746千円

繰延ヘッジ利益 △12,414  

計 △167,161  

繰延税金資産の純額 138,978  

繰延税金資産（流動）   

貸倒引当金 3,575千円

未払事業税 11,045  

賞与引当金 35,973  

その他 9,167  

計 59,761  

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金 109,206千円

未払役員退職慰労金 135,522  

減損損失 6,213  

その他有価証券評価差額金 6,932千円

その他 6,015  

小計 263,890  

 評価性引当額 △724  

 計 263,166  

繰延税金資産の純額 322,928  

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4 ％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
2.0  

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△0.7  

研究開発等 △0.4  

のれん 1.2  

住民税均等割等 1.5  

法人税等還付金 △4.7  

連結子会社の実効税率差異 △7.1  

その他 1.3  

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
33.5  

   

ニホンフラッシュ㈱ (7820) 平成 20 年 3 月期決算短信

－ 30 －



（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日　至

平成20年３月31日）

　当連結グループは内装システム部材事業の専門メーカーとして、同一セグメントに属する室内ドア及び収納

ボックス等の製造、加工、販売を行っており、当該事業以外に事業種類がないため当該事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 
日本

（千円）

中国

(千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

 Ⅰ　売上及び営業損益      

 売上高      

 （1）外部顧客に対する売上高 9,890,810 1,062,901 10,953,711 － 10,953,711

 （2）セグメント間の内部売上高

　　　又は振替高
－ 449,663 449,663 (449,663) －

 計 9,890,810 1,512,564 11,403,375 (449,663) 10,953,711

 営業費用 2,536,295 174,983 2,711,279 － 2,711,279

 営業利益 590,976 137,516 728,493 (772) 727,720

 Ⅱ　資産 8,982,942 1,333,069 10,316,012 (811,296) 9,504,715

 

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日　至

平成20年３月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 栗谷敏彦 － －

当社取締役

東京支店長

（兼）

北海道事業部

長

（被所有）

直接　0.1
－ － 社宅貸与 1,800 － －

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

する会社

株式会社

高橋建具

店

徳島県

徳島市
10,000 建具製造業 － － －

材料の販売 711 売掛金 －

商品の仕入 972 買掛金 －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．平成18年４月から平成19年３月までの社宅貸与分について、本人負担分として取引金額に記載している当該

家賃の20％相当額を徴収しております。当該負担割合20％については、一般従業員の社宅家賃の負担割合を

参考に決定しております。

３．当該提出会社と当該関連当事者との関係

上記会社の代表者は当社役員の近親者であります。

４．取引条件及び取引条件の決定方法等

上記会社への当社材料の販売、商品の仕入については、他社へ同一条件で同一物件を販売する場合の価格を

参考に決定しております。

５．なお、上記会社との取引は平成19年５月31日をもって解消しております。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

（共通支配下の取引等関係）

Ⅰ　当社による株式会社ニックの吸収合併

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名

称並びに取引の目的を含む取引の概要

(1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

①　結合企業

名称 事業の内容

ニホンフラッシュ株式会社 内装システム部材の製造販売

②　被結合企業

名称 事業の内容

株式会社ニック 内装システム部材の製造販売

(2）企業結合の法的形式

　当社による株式会社ニックの吸収合併

(3）結合後企業の名称

　当社を存続会社、株式会社ニックを消滅会社とする吸収合併であり、結合後企業の名称は、ニホンフ

ラッシュ株式会社であります。

(4）取引の目的を含む取引の概要

　大消費地の関東地域に生産及び流通拠点として、平成18年６月30日に、株式会社ニックの発行済株式

を全株、有償取得した上で、平成18年９月７日を合併日とし、提出会社を存続会社とする吸収合併方式

によっております。

　なお、合併に際しては、新株式の発行も合併交付金の支払いもしておりません。

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準　三　企業結合に係る会計基準　４　共通支配下の取引等の会計処理　(1）

共通支配下の取引」に規定する会計処理を適用いたしました。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 9,372.53円

１株当たり当期純利益金額 548.73円

１株当たり純資産額 942.98円

１株当たり当期純利益金額 78.34円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

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株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 　当社は、平成19年10月２日付で株式１株につき10株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

 １株当たり純資産額 937.25円

１株当たり当期純利益金額 54.87円

 　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益（千円） 307,288 443,839

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 307,288 443,839

期中平均株式数（株） 560,000 5,665,574
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　平成19年９月７日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。

　平成19年10月２日をもって普通株式１株につき10株に分

割します。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　　　　　　　　　　　 5,040,000株

(2）分割方法

　平成19年10月１日最終の株主名簿及び実質株主名簿に

記載又は記録された株主の所有株式数を、１株につき10

株の割合をもって分割します。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連

結会計年度における１株当たりの情報及び当期首に行われ

たと仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情

報は、それぞれ以下のとおりとなります。

──────

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

909.42円 937.25円

１株当たり当期純利益金
額

１株当たり当期純利益金
額

52.82円 54.87円

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   764,836   1,228,531   

２．受取手形 ※３  1,448,117   1,565,061   

３．売掛金 ※１  1,393,789   1,681,643   

４．商品   33,711   27,157   

５．製品   236,994   187,078   

６．原材料   238,229   257,182   

７．仕掛品   101,698   102,350   

８．貯蔵品   3,303   12,462   

９．前渡金   48,571   1,194   

10．前払費用   1,322   2,045   

11．繰延税金資産   52,073   59,822   

12．未収入金 ※１  279,312   229,374   

13．その他 ※１  28,447   6,748   

貸倒引当金   △12,500   △9,000   

流動資産合計   4,617,908 54.1  5,351,653 59.6 733,744

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  1,636,446   1,650,796    

減価償却累計額  1,086,297 550,148  1,121,337 529,458   

２．構築物  175,991   173,791    

減価償却累計額  152,481 23,509  153,731 20,060   

３．機械及び装置  357,659   354,731    

減価償却累計額  264,584 93,074  280,825 73,906   

４．車両運搬具  1,750   1,750    

減価償却累計額  1,662 87  1,679 70   

５．工具器具備品  52,870   54,096    

減価償却累計額  34,736 18,134  41,659 12,436   

６．土地   944,770   944,770   

有形固定資産合計   1,629,726 19.1  1,580,702 17.6 △49,023
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(2）無形固定資産         

１．のれん   80,000   60,000   

２．ソフトウェア   6,654   6,597   

３．電話加入権   6,202   6,202   

無形固定資産合計   92,856 1.1  72,799 0.8 △20,056

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   1,154,363   757,347   

２．出資金   45,738   1,038   

３．関係会社出資金   688,374   733,074   

４．破産更生債権等   2,520   2,160   

５．長期前払費用   816   576   

６．繰延税金資産   87,110   263,166   

７．投資不動産   19,189   18,779   

８．差入保証金   36,695   39,571   

９．会員権   77,230   74,297   

10．その他   90,906   89,574   

貸倒引当金   △1,800   △1,800   

投資その他の資産合計   2,201,144 25.7  1,977,786 22.0 △223,357

固定資産合計   3,923,726 45.9  3,631,289 40.4 △292,437

資産合計   8,541,635 100.0  8,982,942 100.0 441,307

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形 ※３  1,509,003   1,634,620   

２．買掛金   396,941   362,828   

３．短期借入金   200,000   200,000   

４．１年以内返済予定の長
期借入金

  66,924   38,336   

５．未払金   249,195   260,055   

６．未払費用   6,771   10,725   

７．未払法人税等   184,613   124,138   

８．未払消費税等   21,214   37,706   

９．前受金   6,086   3,614   

10．預り金   3,460   4,140   
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

11．賞与引当金   57,180   89,043   

12．その他   12,476   8,481   

流動負債合計   2,713,867 31.8  2,773,691 30.9 59,823

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   38,336   －   

２．長期未払金   335,452   335,452   

３．退職給付引当金   261,050   270,313   

固定負債合計   634,838 7.4  605,765 6.7 △29,072

負債合計   3,348,706 39.2  3,379,457 37.6 30,750

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   680,000 8.0  866,000 9.6 186,000

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  505,000   691,000    

資本剰余金合計   505,000 5.9  691,000 7.7 186,000

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  83,800   83,800    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  2,750,000   2,750,000    

繰越利益剰余金  927,524   1,224,754    

利益剰余金合計   3,761,324 44.0  4,058,554 45.2 297,229

４．自己株式   －   △48 △0.0 △48

株主資本合計   4,946,324 57.9  5,615,506 62.5 669,181

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  228,289 2.7  △10,226 △0.1 △238,516

２．繰延ヘッジ損益   18,314 0.2  △1,794 △0.0 △20,109

評価・換算差額等合計   246,604 2.9  △12,020 △0.1 △258,625

純資産合計   5,192,929 60.8  5,603,485 62.4 410,556

負債純資産合計   8,541,635 100.0  8,982,942 100.0 441,307
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１．製品売上高  7,061,007   8,341,274    

２．商品売上高  1,222,706 8,283,714 100.0 1,549,535 9,890,810 100.0 1,607,095

Ⅱ　売上原価         

１．製品期首たな卸高  142,248   236,994    

２．当期製品製造原価  5,002,175   5,583,623    

３．他勘定受入高 ※２ 17,557   －    

合計  5,161,981   5,820,618    

４．他勘定振替高 ※１ 83   1,054    

５．製品期末たな卸高  236,994   187,078    

６．製品売上原価  4,924,903   5,632,485    

７．商品期首たな卸高  63,696   33,711    

８．当期商品仕入高  861,484   1,124,498    

９．他勘定受入高 ※３ 4,151   －    

合計  929,332   1,158,209    

10．商品期末たな卸高  33,711   27,157    

11．商品売上原価  895,620 5,820,523 70.3 1,131,052 6,763,538 68.4 943,014

売上総利益   2,463,190 29.7  3,127,272 31.6 664,081

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．運賃  495,970   614,291    

２．現場管理費  523,177   761,770    

３．役員報酬  89,760   107,784    

４．給与及び手当  329,959   395,973    

５．賞与引当金繰入額  17,810   27,058    

６．退職給付費用  7,775   7,948    

７．減価償却費  25,055   20,481    

８．貸倒引当金繰入額  2,371   －    

９．研究開発費 ※４ 26,172   34,333    

10．その他  479,563 1,997,617 24.1 566,655 2,536,295 25.6 538,678

営業利益   465,573 5.6  590,976 6.0 125,403
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  795   1,478    

２．受取配当金  23,234   79,602    

３．受取賃貸料  10,474   9,975    

４．雑収入  9,740 44,244 0.5 14,925 105,981 1.0 61,737

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  4,212   4,130    

２．手形売却損  465   223    

３．減価償却費  596   410    

４．為替差損  11,896   37,486    

５．株式上場費用  －   65,162    

６．雑損失  762 17,933 0.2 1,086 108,499 1.1 90,566

経常利益   491,885 5.9  588,458 5.9 96,573

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  －   3,500    

２．投資有価証券売却益  244,588   －    

３．抱合せ株式消滅差益  10,121 254,710 3.1 － 3,500 0.0 △251,210

Ⅶ　特別損失         

１．有形固定資産除却損 ※５ －   2,696    

２．投資有価証券評価損  －   6,795    

３．会員権評価損  6,743   232    

４．減損損失 ※６ 639   －    

５．役員退職慰労金  250,651   －    

６．投資有価証券売却損  46   －    

７．会員権売却損  － 258,081 3.1 554 10,279 0.0 △247,802

税引前当期純利益   488,514 5.9  581,679 5.9 93,165

法人税、住民税及び事
業税

 305,083   252,803    

法人税等還付金  －   △31,387    

法人税等調整額  △107,694 197,388 2.4 △6,966 214,449 2.2 17,061

当期純利益   291,125 3.5  367,229 3.7 76,104
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  3,293,041 66.1 3,511,165 62.9 218,124

Ⅱ　労務費 ※１ 870,065 17.4 1,008,161 18.0 138,095

Ⅲ　経費 ※２ 823,757 16.5 1,064,949 19.1 241,191

当期総製造費用  4,986,864 100.0 5,584,275 100.0 597,411

期首仕掛品たな卸高  108,276  101,698   

他勘定受入高 ※３ 8,733  －   

合計  5,103,874  5,685,974   

期末仕掛品たな卸高  101,698  102,350   

当期製品製造原価  5,002,175  5,583,623   

       

（脚注）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

原価計算の方法

　標準原価計算を採用しております。原価差額は期末にお

いて製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。

原価計算の方法

同左

※１．労務費の主な内訳 ※１．労務費の主な内訳

給与及び賞与 679,439千円

福利厚生費 115,917

賞与引当金繰入額 38,317

退職給付費用 15,721

給与及び賞与 773,276千円

福利厚生費 137,369

賞与引当金繰入額 60,448

退職給付費用 16,215

※２．経費の主な内容 ※２．経費の主な内容

外注加工費 366,294千円

リース料 137,458

電力料 71,676

減価償却費 44,431

外注加工費 634,667千円

リース料 105,735

電力料 76,766

減価償却費 48,880

※３．他勘定受入高

　株式会社ニックとの合併による仕掛品の受入高であ

ります。

※３．

──────

ニホンフラッシュ㈱ (7820) 平成 20 年 3 月期決算短信

－ 41 －



(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高（千円） 680,000 505,000 505,000 83,800 2,750,000 704,399 3,538,199 4,723,199

事業年度中の変動額         

利益処分による剰余金の配当      △56,000 △56,000 △56,000

利益処分による役員賞与      △12,000 △12,000 △12,000

当期純利益      291,125 291,125 291,125

株主資本以外の項目の事業年度中の変
動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － － 223,125 223,125 223,125

平成19年３月31日残高（千円） 680,000 505,000 505,000 83,800 2,750,000 927,524 3,761,324 4,946,324

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日残高（千円） 362,226 － 362,226 5,085,425

事業年度中の変動額     

利益処分による剰余金の配当    △56,000

利益処分による役員賞与    △12,000

当期純利益    291,125

株主資本以外の項目の事業年度中の変
動額（純額）

△133,937 18,314 △115,622 △115,622

事業年度中の変動額合計（千円） △133,937 18,314 △115,622 107,503

平成19年３月31日残高（千円） 228,289 18,314 246,604 5,192,929
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当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高（千円） 680,000 505,000 505,000 83,800 2,750,000 927,524 3,761,324 － 4,946,324

事業年度中の変動額          

 新株の発行 186,000 186,000 186,000      372,000

剰余金の配当      △70,000 △70,000  △70,000

当期純利益      367,229 367,229  367,229

自己株式の取得        △48 △48

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計（千円） 186,000 186,000 186,000 － － 297,229 297,229 △48 669,181

平成20年３月31日残高（千円） 866,000 691,000 691,000 83,800 2,750,000 1,224,754 4,058,554 △48 5,615,506

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日残高（千円） 228,289 18,314 246,604 5,192,929

事業年度中の変動額     

 新株の発行    372,000

剰余金の配当    △70,000

当期純利益    367,229

自己株式の取得    △48

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△238,516 △20,109 △258,625 △258,625

事業年度中の変動額合計（千円） △238,516 △20,109 △258,625 410,556

平成20年３月31日残高（千円） △10,226 △1,794 △12,020 5,603,485
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．重要な有価証券の評価基

準及び評価方法

(1）関係会社出資金

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）関係会社出資金

同左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

２．重要なデリバティブ等の

評価基準及び評価方法

(1）デリバティブ

時価法

(1）デリバティブ

同左

３．重要なたな卸資産の評価

基準及び評価方法

(1）商品、製品、原材料、仕掛品

　総平均法による原価法を採用しており

ます。

(1）商品、製品、原材料、仕掛品

同左

 (2）貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しております。

(2）貯蔵品

同左

４．重要な固定資産の減価償

却の方法

(1）有形固定資産

　平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については定額法を

それ以外の有形固定資産については定率

法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　17～47年

機械及び装置　　　10年

(1）有形固定資産

同左

  

 

 

 

 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。これによる損益に与える影響は軽

微であります。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により、取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。これに

よる損益に与える影響額は2,032千円で

あります。
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づい

ております。

　のれんについては５年間で均等償却し

ております。

(2）無形固定資産

同左

 

 

５．重要な外貨建ての資産及

び負債の本邦通貨への換

算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

同左

 

６．重要な引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員に支給する賞与に充てるため、

支給見込額のうち当事業年度に負担すべ

き金額を計上しています。

(2）賞与引当金

同左

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づいて、計上しており

ます。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用

処理しております。

(3）退職給付引当金

同左

 (4）役員退職慰労引当金

──────

──────

 （追加情報）

　平成18年６月27日開催の株主総会の決

議により、役員退職慰労金制度が廃止さ

れ打ち切り支給額が確定しております。

　これにより、役員退職慰労引当金は、

全額取崩しを行い、確定額については、

長期未払金に計上しております。

 

　

　

７．重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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によっております。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

８．重要なヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替スワップション

ヘッジ対象…輸入による外貨建買入債

務及び外貨建予定取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　主に当社の内規である「デリバティブ

取引管理規程」に基づき、為替変動リス

クをヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時及びその後も継続して

キャッシュフローの変動を完全に相殺す

るものと想定することができるため、

ヘッジの有効性の判定を省略しておりま

す。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は5,174,614千円

であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

──────

　

　

　

（企業結合に係る会計基準等）

　当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企

業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　

最終改正平成18年12月22日　企業会計基準適用指針第10

号）を適用しております。

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

※１．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

（単位：千円） （単位：千円）

流動資産  

未収入金 152,918

その他 3,846

流動資産  

未収入金 113,514 

その他 6,632 

　２．偶発債務

　次の関係会社等について金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。

　２．偶発債務

　次の関係会社等について金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。

保証先 金額 内容

昆山日門建築
装飾有限公司

135,803千円
(1,150千USドル)

借入債務

保証先 金額 内容

昆山日門建築
装飾有限公司

125,250千円
(1,250千USドル)

借入債務

※３．期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。期末日満期手形の金額

は次のとおりであります。

※３．

──────

受取手形 67,120千円

支払手形 431,229千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

　販売費及び一般管理費への振替高であります。

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

　販売費及び一般管理費への振替高であります。

※２．他勘定受入高

　株式会社ニックとの合併による製品の受入高であり

ます。

※２．

──────

　

※３．他勘定受入高

　株式会社ニックとの合併による商品の受入高であり

ます。

※３．

──────

　

※４．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

※４．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

 26,172千円  34,333千円

※５．有形固定資産除却損の内容

──────

※５．有形固定資産除却損の内容

 建物 1,777千円

 その他 918千円

 　計 2,696千円

※６．減損損失

　当期において、当社は、以下の資産グループについ

て減損損失を計上いたしました。

※６．減損損失

──────

場所 用途 種類

岡山県赤磐郡山陽町 遊休資産 土地

　当社は事業所別を基本として資産をグループ化し、

減損の判定を行いました。

　遊休資産において主として時価の著しい下落による

減損が認められますので、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額639千円を減損損失として特別

損失に計上いたしました。その内訳は土地639千円で

あります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、固定資産税評価額を基に評価

を行っております。

　

　

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

株式数（株）

当事業年度

増加株式数（株）

当事業年度

減少株式数（株）

当事業年度末

株式数（株）

 自己株式     

 普通株式 － 80 － 80

 合　計 － 80 － 80

（注）普通株式の株式数の増加80株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 650,659 502,738 147,921

車両運搬具 17,044 11,161 5,883

工具器具備品 26,844 10,930 15,913

ソフトウェア 13,320 12,987 332

合計 707,868 537,817 170,051

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 317,374 124,333 193,041

車両運搬具 9,785 6,721 3,064

工具器具備品 35,517 18,058 17,459

ソフトウェア 9,980 9,980 －

合計 372,657 159,093 213,564

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 75,197千円

１年超 122,036千円

合計 197,234千円

１年内 57,056千円

１年超 165,581千円

合計 222,637千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 133,742千円

減価償却費相当額 107,325千円

支払利息相当額 6,757千円

支払リース料 95,256千円

減価償却費相当額 70,191千円

支払利息相当額 7,380千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっています。

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３

月31日）における関係会社出資金で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内

訳

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内

訳

繰延税金資産（流動）   

貸倒引当金 5,050千円

未払事業税 16,146  

賞与引当金 23,100  

その他 7,776  

計 52,073  

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金 105,464千円

未払役員退職慰労金 135,522  

減損損失 6,452  

その他 6,832  

計 254,272  

繰延税金負債（固定）   

その他有価証券評価差額金 △154,746千円

繰延ヘッジ利益 △12,414  

計 △167,161  

繰延税金資産の純額 139,184  

繰延税金資産（流動）   

貸倒引当金 3,636千円

未払事業税 11,045  

賞与引当金 35,973  

その他 9,167  

計 59,822  

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金 109,206千円

未払役員退職慰労金 135,522  

減損損失 6,213  

その他有価証券評価差額金 6,932千円

その他 6,015  

小計 263,890  

評価性引当額 △724  

計 263,166  

繰延税金資産の純額 322,988  

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4 ％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
2.3  

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△0.8  

研究開発等 △0.5  

のれん 1.4  

住民税均等割等 1.7  

法人税等還付金 △5.4  

外国税控除 △3.1  

その他 0.9  

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
36.9  

   

（企業結合等関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため記載しておりません。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 9,273.09円

１株当たり当期純利益金額 519.87円

１株当たり純資産額 918.62円

１株当たり当期純利益金額 64.82円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

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株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 　当社は、平成19年10月２日付で株式１株につき10株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

 １株当たり純資産額 927.31円

１株当たり当期純利益金額 51.99円

 　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益（千円） 291,125 367,229

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 291,125 367,229

期中平均株式数（株） 560,000 5,665,574
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　平成19年９月７日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。

　平成19年10月２日をもって普通株式１株につき10株に分

割します。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　　　　　　　　　　　 5,040,000株

(2）分割方法

　平成19年10月１日最終の株主名簿及び実質株主名簿に

記載又は記録された株主の所有株式数を、１株につき10

株の割合をもって分割します。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事

業年度における１株当たりの情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

──────

　

 

 

 

 

 

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

905.97円 927.31円

１株当たり当期純利益金
額

１株当たり当期純利益金
額

46.63円 51.99円

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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６．その他
該当事項はありません。
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