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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注）当社は、平成20年４月１日付で連結子会社であった丸七ミヤマ工業株式会社を吸収合併し、連結の範囲の対象先がなくなることから、当事業年度より連結財務   
諸表は作成しておりません。  

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 3,684 ― △311 ― △306 ― △315 ―

20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △21.12 ―

20年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 14,077 6,759 48.0 452.80
20年3月期 15,521 7,119 45.9 476.94

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,759百万円 20年3月期  7,119百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）

（注）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2四半期累計期間 9,000 1.6 110 ― 82 ― 290 ― 19.43
通期 19,000 6.5 555 ― 500 ― 520 ― 34.83

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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、３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) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期第1四半期  15,577,500株 20年3月期  15,577,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  650,057株 20年3月期  649,527株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  14,927,682株 20年3月期第1四半期  14,931,127株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．本資料に記載されている業績の見通し等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  
業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 ２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油などエネルギー・原材料価格の高騰を受け、企業収益の悪化、

設備投資の鈍化など景気の先行きに一段と不透明感が強まるなかで推移いたしました。当住宅関連業界におきまして

は、昨年施行された改正建築基準法の影響は薄れてきているものの、景気後退を背景に需要が低迷し、加えて長期金

利の上昇で住宅ローン金利が引き上げられ住宅購入を手控える動きが出ているなど非常に厳しい環境下にあります。

 このような経済状況のもとで、当社においては特に生産部門において、合理化と効率化に取り組み「全ての業務の

生産性20％向上」を目標に人員合理化や内製化を進めてまいりました。また、販売強化として、プレカットを中心と

した市場性の高い事業への注力、パワービルダーに対する企画提案営業などを積極的に推進し、今期の経営方針であ

る「有言実行！待ったなし！！」をスローガンに業績の向上にむけて全社一丸となって取り組んでまいりました。こ

のような取り組みの効果は徐々に現れてきているものの、住宅需要は予想以上に低迷しており、販売面において非常

に厳しい環境下で推移いたしました。 

 このような状況のなか、当第１四半期会計期間の売上高は36億84百万円となりました。利益面では、売上高が予想

を下回ったこと及びたな卸資産評価損1億18百万円を主要因とする原価率の上昇等から営業損失は3億11百万円、経常

損失は3億6百万円となりました。また、当期純損失は子会社合併に伴う抱合せ株式消滅差益3億円の特別利益の計上

があったものの、たな卸資産評価損82百万円並びに減損損失34百万円の特別損失の計上があり、加えて評価性引当金

の積み増しによる法人税等調整額1億84百万円の計上があり、3億15百万円となりました。  

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期における総資産は、140億77百万円となり、前事業年度末比14億44百万円の減少となりました。その

主な要因は、売上債権及びたな卸資産の減少等によるものであります。 

 また、純資産は前事業年度末と比べ、3億60百万円減少の67億59百万円となり、自己資本比率は2.1％増加の48.0％

となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物は、子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加額2億45百万

円があり、また、売上債権の減少額6億91百万円、たな卸資産の減少額4億50百万円及び長期借入による収入2億円の

資金が得られたものの、税引前四半期純損失1億28百万円、仕入債務の減少額4億76百万円、有形固定資産の取得によ

る支出1億49百万円、長期借入金の返済による支出1億39百万円及び短期借入金の純増減額7億円等の使用した資金に

より、前事業年度末に比べ23百万円減少し、当四半期末には4億3百万円となりました。 

  当第１四半期会計期間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） 

営業活動の結果得られた資金は5億23百万円となりました。これは主に抱合せ株式消滅差益3億円、仕入債務の減少

額4億76百万円等による資金の使用があったものの、減価償却費1億36百万円、売上債権の減少額6億91百万円及びた

な卸資産の減少額4億50百万円等の得られた資金によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は1億16百万円となりました。これは主に投資有価証券の償還による収入50百万円等

の得られた資金があったものの、有形固定資産の取得による支出1億49百万円及び無形固定資産の取得による支出13

百万円等の使用した資金によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は6億76百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入2億円の得られた資金

があったものの、短期借入金の純増減額7億円及び長期借入金の返済による支出1億39百万円等の資金の使用によるも

のであります。 



３．業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年４月30日に公表いたしました予

想に変更はありません。 

 先行きの景気回復が見込みづらい経営環境において、当社は「全ての業務の生産性20％向上」を目標に徹底した合

理化と効率化を推し進めるとともに、選択と集中による既存事業の抜本的な改革を推進いたします。市場性の高い事

業や、当社の強みを活かすことが出来る分野へ集中するとともに、組織、体制のスリム化により事業の再構築を図っ

てまいります。 

 販売強化については、製販一体型による営業体制を拡充し業務の分業化と管理業務の効率化を推進することで営業

効率をアップさせ、企画提案営業を中心とした攻めの営業とＣＳ向上に邁進いたします。 

※上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 

 当社の事業を取り巻く経済情勢、市場の動向、為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記

載の予想数値と異なる可能性があります。 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ① 簡便な会計処理 

 ａ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第１四半期会計期間末の貸倒実績率については、前事業年度の貸倒実績率に当第１四半期会計期間におい

て貸倒懸念債権等特定の債権を加味した貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ｂ 固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

 ② 四半期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。 

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

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

が、当第１四半期会計期間より「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）を適用することに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失が1億18百万円、税引前四半期純損失が2

億円それぞれ増加しております。 

③ 有形固定資産の耐用年数の変更 

  当事業年度より法人税法の改正に伴い、機械装置の耐用年数を９年から８年に変更しております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失、税引前四半期純損失がそれぞれ6百万

円増加しております。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 403 427

受取手形及び売掛金 3,885 4,585

商品 4 8

製品 481 596

原材料 729 800

仕掛品 1,046 1,119

貯蔵品 29 36

その他 184 421

貸倒引当金 △63 △42

流動資産合計 6,700 7,952

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,708 1,724

土地 3,108 3,143

その他 1,596 1,659

有形固定資産合計 6,413 6,528

無形固定資産 246 242

投資その他の資産   

投資有価証券 488 501

その他 268 337

貸倒引当金 △40 △40

投資その他の資産合計 716 798

固定資産合計 7,376 7,569

資産合計 14,077 15,521



（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,883 3,355

短期借入金 1,975 2,661

未払法人税等 7 12

賞与引当金 81 150

設備関係支払手形 100 160

その他 557 405

流動負債合計 5,606 6,745

固定負債   

長期借入金 1,507 1,460

退職給付引当金 56 64

役員退職慰労引当金 80 78

その他 67 53

固定負債合計 1,712 1,656

負債合計 7,318 8,401

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,473 2,473

資本剰余金 2,675 2,675

利益剰余金 1,803 2,156

自己株式 △238 △238

株主資本合計 6,714 7,066

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 45 53

評価・換算差額等合計 45 53

純資産合計 6,759 7,119

負債純資産合計 14,077 15,521



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 3,684

売上原価 3,589

売上総利益 94

販売費及び一般管理費 406

営業損失（△） △311

営業外収益  

受取配当金 17

その他 6

営業外収益合計 24

営業外費用  

支払利息 12

売上割引 5

その他 0

営業外費用合計 18

経常損失（△） △306

特別利益  

固定資産売却益 0

抱合せ株式消滅差益 300

特別利益合計 300

特別損失  

固定資産売却損 2

固定資産廃棄損 2

たな卸資産評価損 82

減損損失 34

特別損失合計 122

税引前四半期純損失（△） △128

法人税、住民税及び事業税 2

法人税等調整額 184

法人税等合計 187

四半期純損失（△） △315



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △128

減価償却費 136

負ののれん償却額 0

減損損失 34

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21

受取利息及び受取配当金 △17

支払利息 12

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △300

固定資産除売却損益（△は益） 4

売上債権の増減額（△は増加） 691

たな卸資産の増減額（△は増加） 450

仕入債務の増減額（△は減少） △476

その他 122

小計 552

利息及び配当金の受取額 17

利息の支払額 △11

法人税等の支払額 △34

営業活動によるキャッシュ・フロー 523

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 0

投資有価証券の償還による収入 50

有形固定資産の取得による支出 △149

有形固定資産の売却による収入 1

その他 △17

投資活動によるキャッシュ・フロー △116

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（△は減少） △700

長期借入れによる収入 200

長期借入金の返済による支出 △139

自己株式の取得による支出 0

配当金の支払額 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △269

現金及び現金同等物の期首残高 427

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 245

現金及び現金同等物の四半期末残高 403



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（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。

－ 1 －



「参考資料」

前連結会計年度の連結財務諸表等

（１）（要約）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

区分 金額（百万円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 672

受取手形及び売掛金 4,577

商品 8

製品 646

原材料 894

仕掛品 1,156

貯蔵品 36

その他 430

貸倒引当金 △42

流動資産合計 8,380

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

建物 1,732

土地 3,045

その他 1,669

有形固定資産合計 6,447

２．無形固定資産 245

３．投資その他の資産

投資有価証券 704

その他 203

(4) 貸倒引当金 △40

投資その他の資産合計 867

固定資産合計 7,560

資産合計 15,940

－ 2 －



前連結会計年度
（平成20年３月31日）

区分 金額（百万円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形及び買掛金 3,359

短期借入金 2,661

未払法人税等 42

賞与引当金 159

設備関係支払手形 160

その他 430

流動負債合計 6,814

Ⅱ　固定負債

長期借入金 1,460

退職給付引当金 64

役員退職慰労引当金 78

その他 53

固定負債合計 1,656

負債合計 8,470

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

資本金 2,473

資本剰余金 2,675

利益剰余金 2,506

自己株式 △238

　　株主資本合計 7,416

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 53

　評価・換算差額等合計 53

純資産合計 7,469

負債純資産合計 15,940

－ 3 －
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