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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 2,185 ― 12 ― 8 ― 8 ―

20年3月期第1四半期 2,219 1.1 △35 ― △20 ― △26 ―

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 1.31 ―

20年3月期第1四半期 △3.90 ―

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 9,427 6,064 63.6 873.74
20年3月期 9,261 6,097 64.9 877.24

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,992百万円 20年3月期  6,016百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

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 4,446 0.9 △42 ― △34 ― △44 ― △6.42

通期 9,303 3.5 71 295.4 85 ― 67 ― 9.77

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） 

(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 
(1)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、多分に不確定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。 
(2)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 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） 21年3月期第1四半期  7,300,000株 20年3月期  7,300,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  442,067株 20年3月期  441,460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  6,858,020株 20年3月期第1四半期  6,858,885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（平成20年４月１日～平成20年６月30日）におけるわが国経済は、原油の高騰やサブプライ

ムローンによる金融恐慌など経済に影響を与える不安要因も多く、先行き不透明な環境が続いております。

　このような経済環境のなか、当社グループは売上の確保に努め、コストの削減に注力しました。当第１四

半期における業績の概況は次のとおりであります。

　自動車用品関連につきましては、国内自動車の販売が低迷したことから、既存車種用のＯＥＭ純正フロア

ーマットの売上は横ばいでありました。しかしながら、新規車種用のＯＥＭ純正フロアーマットの商権獲得

によるイニシャルオーダーの受注などにより、当部門の売上は堅調に推移しました。

　産業資材関連では、消費低迷による家電製品の買い控えなどから、エアコン用ダクトの販売が低調であり

ました。また、住宅需要の低迷から住宅関連用部材の売上が減少したことなどが要因となり、当部門の売上

は減少しました。

　ストランデックス合成木材の販売は、エクステリア関連メーカーへのデッキ材等の販売が好調であったこ

となどにより、当部門の売上は増加いたしました。

　このような結果、当第１四半期における売上高は、21億85百万円（前年同期比1.5％減）となりました。

　利益につきましては、原油高による原材料コストの増加に対応するため、海外工場での生産を拡大し、そ

れに伴う経費削減の推進を急ぎました。これら構造改革に加え、当第１四半期にあっては円高による影響も

受け、仕入コストが抑制されることとなりました。

　このような結果、当第１四半期においては、営業利益12百万円（前年同期は営業損失35百万円）、経常利益

８百万円（前年同期は経常損失20百万円）、四半期純利益８百万円（前年同期は四半期純損失26百万円）とな

りました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末における総資産は94億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億66百万円増加しまし

た。

　主な増減要因は、流動資産では売上債権の減少１億10百万円、有価証券の増加１億33百万円、たな卸資産

の増加１億46百万円であります。固定資産では有形固定資産の減少82百万円、投資その他の資産の増加25百

万円などであります。また、流動負債では仕入債務の増加１億88百万円、賞与引当金及びその他流動負債の

増加81百万円であります。固定負債では長期借入金の約定返済による減少48百万円などであります。

　純資産では、評価・換算差額等の減少などにより、純資産合計で33百万円の減少となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、概ね予想通り推移しており、平成20年５月15日に公表しました平成21年３月期

の連結業績予想に現時点での変更はありません。
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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）

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

（簡便な会計処理）

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、連結会計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。

③法人税等並びに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。

④連結相互間の債権債務及び取引の相殺消去

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異を調整を行わない

で債権と債務を相殺消去しております。

連結会社相互間の取引を相殺消去

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法に

より相殺消去しております。

(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

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。
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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 774,154 718,452

受取手形及び売掛金 2,657,322 2,767,527

有価証券 191,036 57,259

商品 2,883 3,774

製品 764,618 633,640

原材料 733,054 687,113

仕掛品 227,857 257,293

未収入金 39,821 86,280

その他 83,149 39,215

貸倒引当金 △1,763 △1,875

流動資産合計 5,472,136 5,248,682

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,288,466 1,327,956

土地 1,549,284 1,549,284

その他（純額） 610,002 652,719

有形固定資産合計 3,447,754 3,529,961

無形固定資産 5,920 6,500

投資その他の資産

その他 502,143 476,538

貸倒引当金 △106 △106

投資その他の資産合計 502,036 476,431

固定資産合計 3,955,712 4,012,892

資産合計 9,427,848 9,261,575
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（単位：千円）

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 1,788,972 1,600,317

短期借入金 21,450 35,100

1年内返済予定の長期借入金 193,876 193,876

未払法人税等 2,819 12,516

賞与引当金 93,261 61,660

その他 362,759 303,218

流動負債合計 2,463,138 2,206,688

固定負債

長期借入金 415,865 464,334

繰延税金負債 55,185 58,596

再評価に係る繰延税金負債 373,470 373,470

役員退職慰労引当金 46,760 45,250

その他の引当金 4,360 4,785

その他 4,864 10,946

固定負債合計 900,506 957,382

負債合計 3,363,645 3,164,070

純資産の部

株主資本

資本金 1,241,700 1,241,700

資本剰余金 1,203,754 1,203,754

利益剰余金 3,953,984 3,952,528

自己株式 △171,722 △171,637

株主資本合計 6,227,715 6,226,345

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,964 △25,077

繰延ヘッジ損益 1,711 △42,467

土地再評価差額金 △33,160 △33,160

為替換算調整勘定 △198,221 △109,034

評価・換算差額等合計 △235,635 △209,739

少数株主持分 72,122 80,898

純資産合計 6,064,202 6,097,504

負債純資産合計 9,427,848 9,261,575
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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

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 2,185,997

売上原価 1,763,047

売上総利益 422,949

販売費及び一般管理費 410,716

営業利益 12,233

営業外収益

受取利息 1,969

受取配当金 1,515

投資有価証券運用益 4,893

助成金収入 7,000

その他 3,933

営業外収益合計 19,311

営業外費用

支払利息 2,508

為替差損 20,374

その他 544

営業外費用合計 23,427

経常利益 8,117

特別利益

固定資産売却益 5,091

特別利益合計 5,091

特別損失

固定資産除却損 444

特別損失合計 444

税金等調整前四半期純利益 12,763

法人税、住民税及び事業税 2,414

法人税等調整額 2,121

法人税等合計 4,536

少数株主損失（△） △741

四半期純利益 8,968
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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

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。
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「参考資料」

(要約)前四半期連結損益計算書

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)

金 額

Ⅰ 売上高 2,219,741

Ⅱ 売上原価 1,844,171

売上総利益 375,569

Ⅲ 販売費及び一般管理費 411,159

営業損失 35,589

Ⅳ 営業外収益 19,687

　１ 受取利息 1,057

　２ 為替差益 12,885

　３ その他 5,744

Ⅴ 営業外費用 4,985

　１ 支払利息 397

　２ 投資有価証券運用損 3,980

　３ 売上割引 530

　４ その他 77

経常損失 20,886

Ⅵ 特別利益 13

　 固定資産売却益 13

Ⅶ 特別損失 6,254

　１ 固定資産処分損 213

　２ 投資有価証券評価損 6,041

　 税金等調整前四半期純損失 27,127

　 法人税、住民税及び事業税 2,002

　 法人税等調整額 △221

　 少数株主損失 2,188

　 四半期純損失 26,720
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