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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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3月期第1四半期 2,739 ― 96 ― 90 ― 86 ―

20年3月期第1四半期 3,253 18.2 367 533.4 373 676.3 364 671.7

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 3.06 ―

20年3月期第1四半期 12.84 ―

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 11,576 3,908 33.6 137.23
20年3月期 11,630 3,668 31.4 128.75

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,892百万円 20年3月期  3,651百万円

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 ― 1.50 ― 3.50 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）

（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 6,000 ― 145 ― 110 ― 100 ― 3.53
通期 12,800 2.7 590 △44.1 510 △47.6 455 △48.0 15.86

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、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) 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、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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（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。  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 ・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。 
 ・上記の予想は、本資料の発表時現在において、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、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合が
あります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  28,373,005株 20年3月期  28,373,005株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  9,855株 20年3月期  9,637株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  28,363,316株 20年3月期第1四半期  28,364,510株
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【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 

当第１四半期におけるわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題を背景とする米国の景気後退懸

念や株式・為替市場の変動、原油価格の動向等から、景気の停滞感が強まってまいりました。 

住宅業界におきましても、建築基準法改正の余波が続いているほか、消費者の住宅購入意欲の低下

などにより、住宅着工は依然として低水準で推移いたしました。 

このような状況の下、MDF の需要は他の資材と同様に盛り上がりを欠き、高騰する原材料費及び海

上運賃などの輸送コストを製品価格に転嫁できる環境になく、品質の向上と販売価格の維持に努めて

まいりました。 

この結果、当第 1 四半期の連結売上高は 27 億 39 百万円（前年同期比 15.8%減）、連結営業利益は

96 百万円（同 73.8%減）、連結経常利益は 90 百万円（同 75.7%減）、連結四半期純利益は 86 百万円（同

76.1%減）となりました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

(1)資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 76 百万円減少し、52 億 36 百万円となりました。これは

主に受取手形及び売掛金の増加額 58 百万円及び商品の減少額１億 74 百万円によるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて 22 百万円増加し、63 億 39 百万円となりました。これは

主に有形固定資産の増加額 25 百万円によるものです。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 53 百万円減少し、115 億 76 百万円となりまし

た。 

(2)負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて１億 80 百万円減少し、53億 32 百万円となりました。こ

れは主に未払金の増加額１億 82 百万円、賞与引当金の減少額 72 百万円及びデリバティブ債務の減

少額２億 41 百万円によるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億 13 百万円減少し、23億 34 百万円となりました。こ

れは主に長期借入金の減少額１億６百万円によるものです。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて２億 94 百万円減少し、76 億 67 百万円となり

ました。 

(3)純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて２億 40 百万円増加し、39 億８百万円となりました。

これは主に繰延ヘッジ損益の増加額２億 41 百万円によるものです。 

 

キャッシュ・フローの状況 

 当第 1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、８億 94 百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ 38 百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって得られた資金は、２億 25 百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期

純利益 88 百万円、減価償却費 87 百万円、売上債権の減少額 70 百万円及び棚卸資産の減少額１億 32

百万円等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、18 百万円となりました。これは主に、長期性預金の払戻による収

入１億円及び有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 81 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） 

財務活動の結果使用した資金は、２億６百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済によ

る支出１億６百万円及び配当金の支払額 99 百万円によるものです。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

国内の景気回復は足踏み状態が続いており、住宅投資も住宅着工戸数が低迷する中、厳しい状況

が予想されます。また、原材料費等の値上げによるコスト環境が一段と悪化する傾向にあります。

このような状況の下、今期よりスタートした３ヵ年計画「NEXT2010」の達成に向け、安定的な収

益の確保を目指してまいります。 

当社連結業績予想につきましては、先行き不透明な経営環境が続きますが、現時点では平成 20 年

5 月 15 日に公表しました計画から変更はありません。 
 

４．その他 

 (1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

(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.棚卸資産の評価方法 

  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。 

2.繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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。 

3.退職給付費用の算定方法 

退職給付費用については、期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分した額を、四半期

会計期間及び期首からの累計期間にそれぞれ計上する方法によっております。 

 

(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 

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規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

2. 「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)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法

（収益性の低下による簿価の切下げの方法）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び、税金

等調整前四半期純利益がそれぞれ 13,789 千円減少しております。 
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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） 

科 目 
当第 1四半期 

連結会計期間末 
(平成 20 年６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 20 年３月 31 日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 894,820 956,131 
受取手形及び売掛金 1,533,375 1,474,410 
商品 781,639 956,593 
未着商品 145,979 158,068 
製品 851,249 844,424 
原材料 215,623 191,116 
仕掛品 204,014 189,140 
貯蔵品 324,255 316,339 
繰延税金資産 190,387 190,387 
その他 95,239 36,370 
流動資産合計 5,236,585 5,312,983 

固定資産   
有形固定資産   
機械及び装置 1,549,189 1,572,927 
土地 3,094,470 3,094,470 
その他 725,882 676,262 
有形固定資産合計 5,369,542 5,343,660 

無形固定資産 165,462 177,573 
投資その他の資産  

投資有価証券 750,094 739,023 
その他 60,605 63,018 
貸倒引当金 △6,100 △6,100 
投資その他の資産合計 804,600 795,941 

固定資産合計 6,339,604 6,317,175 
資産合計 11,576,190 11,630,158 
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(単位：千円） 

科 目 
当第 1四半期 

連結会計期間末 
(平成 20 年６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 20 年３月 31 日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 1,625,055 1,674,936 
短期借入金 1,700,000 1,700,000 
１年以内に返済予定の社債 749,200 749,200 
１年以内に返済予定の長期借入金 666,932 666,932 
未払法人税等 5,772 17,669 
賞与引当金 58,985 131,400 
その他 526,554 572,792 
流動負債合計 5,332,499 5,512,930 

固定負債  
社債 950,600 950,600 
長期借入金 551,969 658,702 
繰延税金負債 205,591 205,591 
退職給付引当金 293,238 310,966 
環境対策引当金 24,399 24,399 
その他 309,159 298,573 
固定負債合計 2,334,957 2,448,833 

負債合計 7,667,457 7,961,763 
純資産の部  

株主資本  
資本金 2,343,871 2,343,871 
利益剰余金 1,817,689 1,830,044 
自己株式 △1,969 △1,918 
株主資本合計 4,159,591 4,171,997 

評価・換算差額等  
その他有価証券評価差額金 △64,932 △75,788 
繰延ヘッジ損益 △75,839 △317,752 
土地再評価差額金 △126,602 △126,602 
評価 ・換算差額等合計 △267,374 △520,143 

少数株主持分 16,515 16,541 
純資産合計 3,908,733 3,668,395 

負債純資産合計 11,576,190 11,630,158 
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(2) 【四半期連結損益計算書】 
（単位：千円） 

当第1四半期連結累計期間
科 目 (自 平成 20 年４月 １日 

至 平成 20 年６月 30 日）

売上高 2,739,248

売上原価 2,262,998

売上総利益 476,250

販売費及び一般管理費 379,994

営業利益 96,255

営業外収益 

受取利息及び配当金 4,607

デリバティブ評価益 9,757

その他 8,297

営業外収益合計 22,662

営業外費用 

支払利息 18,219

その他 10,162

営業外費用合計 28,382

経常利益 90,536

特別損失 

ゴルフ会員権評価損 2,523

特別損失合計 2,523

税金等調整前四半期純利益 88,012

法人税、住民税及び事業税 1,336

少数株主損失 241

四半期純利益 86,916
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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） 

 当第1四半期連結累計期間

 
(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 
税金等調整前四半期純利益 88,012
減価償却費 87,008
退職給付引当金の減少額 △17,728
賞与引当金の減少額 △80,264
受取利息及び受取配当金 △4,607
支払利息 18,219
デリバディブ評価益 △9,757
ゴルフ会員権評価損 2,523
売上債権の減少額 70,268
たな卸資産の減少額 132,920
仕入債務の減少額 △49,880
割引手形の減少額 △129,233
その他 134,481
小計 241,963
利息及び配当金の受取額 5,118
利息の支払額 △14,927
法人税等の支払額 △6,171
営業活動によるキャッシュ・フロー 225,982

投資活動によるキャッシュ・フロー 
長期性預金の払戻による収入 100,000
有形固定資産の取得による支出 △70,833
無形固定資産の取得による支出 △10,822
貸付金の回収による収入 338
その他 80
投資活動によるキャッシュ・フロー 18,762

財務活動によるキャッシュ・フロー 
長期借入金の返済による支出 △106,733
配当金の支払額 △99,271
自己株式の取得による支出 △50
財務活動によるキャッシュ・フロー △206,055

現金及び現金同等物に係る換算差額等 ─
現金及び現金同等物の増加額 38,689
現金及び現金同等物の期首残高 856,131
現金及び現金同等物の四半期末残高 894,820
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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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 
当第１四半期連結会計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 
 【事業の種類別セグメント情報】 

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

  当社及び連結子会社の事業は「ＭＤＦの製造、販売並びにこれらの付随業務」と「その他」に

区分しておりますが、「ＭＤＦの製造、販売並びにこれらの付随業務」の連結売上高及び営業損

益並びに総資産に占める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の

記載を省略しております。 

 
【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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がないため該当事項はありません。 

 
【海外売上高】 

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

海外売上高がないため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 
当第１四半期連結会計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 
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５．その他の情報 

生産及び販売の状況 

(1)生産実績 

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業部門等ごとに示すと、次のとおりであります。 

 

事業部門等の名称 金額(千円) 

 スターウッﾄﾞ 1,215,224 

 スターウッﾄﾞＴＦＢ 764,412 

 その他 7,658 

合計 1,987,295 

(注) １ 金額は、製造価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(2)仕入実績 

当第１四半期連結会計期間における仕入実績を事業部門等ごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業部門等の名称 金額(千円) 

 輸入商品 560,890 

 その他 7,917 

合計 568,808 

(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3)受注実績 
当社グループは、見込み生産を行なっておりますので、該当事項はありません。 

 
(4)販売実績 

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業部門等ごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業部門等の名称 金額(千円) 

 スターウッド 1,032,590 

 スターウッドＴＦＢ 734,455 

 輸入商品 952,901 

 その他 19,301 

合計 2,739,248 

(注) １ 事業部門等間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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「参考資料」 
前四半期に係る財務諸表等 
(1)（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 
科 目 前第 1四半期連結累計期間

 
(自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年６月 30 日） 

売上高 3,253,584

売上原価 2,471,642

売上総利益 781,941

販売費及び一般管理費 414,127

営業利益 367,814

営業外収益 

受取利息及び配当金 4,588

土地信託配当金 4,500

賃貸収入 3,300

その他 15,200

 営業外収益合計 27,589

営業外費用 

支払利息 10,527

その他 11,660

営業外費用合計 22,187

経常利益 373,216

特別損失 

固定資産除却損 795

特別損失合計 795

税金等調整前当期純利益 372,420

法人税等 4,150

少数株主利益 3,971

四半期純利益 364,299
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(2)（要約）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 19 年４月 １日 

至 平成 19 年６月 30 日）

Ⅰ 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 372,420
減価償却費 77,770
退職給付引当金の増加額 779
賞与引当金の増加額 11,688
受取利息及び受取配当金 △4,588
支払利息 10,527
デリバディブ評価益 △11,129
固定資産除却損 795
売上債権の増加額 △639
たな卸資産の増加額 △318,616
未払消費税等の増加額 5,288
仕入債務の減少額 △221,911
割引手形の増加額 91,085
その他 17,018
小計 30,488
利息及び配当金の受取額 4,855
利息の支払額 △15,207
法人税等の支払額 △18,744
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,392

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 △69,138
無形固定資産の取得による支出 △12,773
固定資産の除却に係る撤去費用等の支出 △6,080
貸付金の回収による収入 277
その他 201
投資活動によるキャッシュ・フロー △87,512

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
短期借入金の純増加額 100,000
長期借入による収入 100,000
長期借入金の返済による支出 △105,000
配当金の支払額 △100,030
その他 △94
財務活動によるキャッシュ・フロー △5,124

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額等 ―
Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △91,244
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,042,931
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 951,687

 

11


