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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 1,984 ― △50 ― △18 ― △18 ―

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 △2.95 ―

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 8,671 5,534 63.8 907.31
20年3月期 9,504 5,752 60.5 942.98

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  5,534百万円 20年3月期  5,752百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 20.00 20.00

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  有  

今回、第２四半期連結累計期間の業績予想を修正しました。  

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 4,020 ― 10 ― 40 ― 8 ― 1.31
通期 11,000 0.4 780 7.2 760 12.6 500 12.7 81.96

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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 
（１）通期の業績予想は、、売上に関する新設住宅着工戸数の動向、また収益に関する原材料価格の動向等、当社を取り巻く市場環境や景気の先行きの見極め、及び 
   効率化、経費削減の効果確認のため、今回修正せず据え置いております。 第２四半期決算終了時に、改めて発表を行う予定です。 
  （注）詳細は同日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
（２）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。 
（３）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。  

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 6,100,000株 20年3月期 6,100,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 80株 20年3月期 80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 6,099,920株 20年3月期第1四半期 6,099,920株



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、サブプライムローン問題による米国経済の減速、原油・穀物等原材料価格の

高騰に伴う物価上昇等により景気の減速傾向は一層強まり、先行き不透明な状況で推移いたしました。また、内閣府

の７月月例経済報告では、「このところ一部に弱い動きがみられる」と表現され、景気の下振れリスクが高まってい

るとされています。

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

築確認の承認遅延の影響が引き続き見られ、国土交通省が６月30日に発表した建築着工統計調査報告によると、平成

20年４月から６月の新設住宅着工戸数は対前年同期比11.0％減の 289,663戸と落ち込み、当社グループの主力とする

分譲マンションにおいても対前年同期比 16.7％減の50,778戸と落ち込む等、引き続き厳しい経営環境が続いておりま

す。

中国市場では、受注は好調に推移し、受注残高を確保することはできましたが、雪害や水害による工事の遅れが発

生し、また政府の方針により総量規制が行われたことによる着工の遅延の影響があり納入の遅れが発生しました。

このような状況の中、当社グループの第１四半期連結売上高は1,984百万円となりました。連結損益は、貸倒引当金

29百万円を計上したことにより連結営業損失は50百万円、連結経常損失は18百万円、連結四半期純損失は18百万円と

なりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当連結会計年度末における資産総額は8,671百万円となり、前連結会計年度末より832百万円減少しております。こ

れは主に現金及び預金の減少153百万円、受取手形及び売掛金の減少731百万円、未収入金の増加44百万円によるもの

です。

負債総額は3,137百万円となり、前連結会計年度より615百万円減少しています。これは主に支払手形及び買掛金の

減少340百万円、短期借入金の減少172百万円によるものです。

純資産につきましては、5,534百万円となり、前連結会計年度末より217百万円減少となりました。これは主として

配当金の支払等による利益剰余金の減少138百万円、為替換算調整勘定の減少76百万円によるものです。

以上の結果、自己資本比率は63.8％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は1,044百万円となり、前連結会計年度末と比較して、

153百万円の減少となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は177百万円の増加となりました。主なプラス要因は売上債権の減少額702

百万円等であり、主なマイナス要因は仕入債務の減少額319百万円、その他の資産の増加額124百万円、法人税等の支

払額125百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は18百万円の支出となりました。主なマイナス要因は有形固定資産の取得

による支出11百万円等であります。　

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は300百万円の支出となりました。主なマイナス要因は短期借入金の純減額

161百万円、配当金の支払額121百万円等であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

今後の当社グループを取り巻く経済環境は、国内外で景気が減速し、期初の想定を越える原油価格や原材料の高騰

が進み、さらには新設住宅着工戸数が低迷する中で、厳しい状況が予想されます。

これに伴い、平成20年５月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期間の業績予想を、前記のとおり下方修正

いたしました。詳細につきましては、同日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

なお、通期の業績予想は、売上に関する新設住宅着工戸数の動向、また収益に関する原材料価格の動向等、当社を

取り巻く市場環境や景気の先行きの見極め、及び効率化、経費削減の効果確認のため、今回修正せず据え置いており

ます。

第２四半期決算終了時に、改めて発表を行う予定です。

－ 1 －



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

１．簡便な会計処理

　固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（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。

－ 2 －



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 1,213,899 1,367,232

受取手形及び売掛金 2,857,121 3,588,719

商品 13,404 24,584

製品 301,517 219,468

原材料 303,505 338,625

仕掛品 140,758 131,187

貯蔵品 7,234 17,798

繰延税金資産 56,868 59,761

未収入金 160,351 115,860

その他 65,729 15,887

貸倒引当金 △5,871 △8,850

流動資産合計 5,114,520 5,870,274

固定資産   

有形固定資産 2,114,353 2,184,387

無形固定資産   

のれん 54,999 60,000

その他 86,148 89,637

無形固定資産合計 141,147 149,637

投資その他の資産   

投資有価証券 748,401 757,347

関係会社出資金 44,700 44,700

繰延税金資産 267,772 263,166

その他 271,951 237,001

貸倒引当金 △31,045 △1,800

投資その他の資産合計 1,301,780 1,300,415

固定資産合計 3,557,281 3,634,440

資産合計 8,671,802 9,504,715

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,847,750 2,188,698

短期借入金 153,201 325,507

1年内返済予定の長期借入金 21,605 38,336

未払金 276,540 276,776

未払法人税等 5,884 128,319

未払消費税等 25,732 59,625

賞与引当金 150,640 89,043

その他 47,076 40,542

流動負債合計 2,528,431 3,146,850



（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) 

固定負債   

退職給付引当金 273,430 270,313

長期未払金 335,452 335,452

固定負債合計 608,882 605,765

負債合計 3,137,313 3,752,616

純資産の部   

株主資本   

資本金 866,000 866,000

資本剰余金 691,000 691,000

利益剰余金 4,002,319 4,141,020

自己株式 △48 △48

株主資本合計 5,559,271 5,697,972

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,021 △10,226

繰延ヘッジ損益 2,486 △1,794

為替換算調整勘定 △10,247 66,147

評価・換算差額等合計 △24,782 54,126

純資産合計 5,534,488 5,752,099

負債純資産合計 8,671,802 9,504,715



（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４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,984,351

売上原価 1,436,648

売上総利益 547,702

販売費及び一般管理費 598,620

営業損失（△） △50,917

営業外収益  

受取利息 493

受取配当金 18,419

受取賃貸料 2,733

為替差益 13,712

その他 1,250

営業外収益合計 36,608

営業外費用  

支払利息 2,329

その他 1,749

営業外費用合計 4,079

経常損失（△） △18,387

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,000

特別利益合計 3,000

特別損失  

固定資産除却損 30

特別損失合計 30

税金等調整前四半期純損失（△） △15,418

法人税、住民税及び事業税 2,589

法人税等合計 2,589

四半期純損失（△） △18,007



（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損失（△） △15,418

減価償却費 33,358

のれん償却額 5,001

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26,266

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,116

賞与引当金の増減額（△は減少） 61,596

受取利息及び受取配当金 △18,913

支払利息 2,329

為替差損益（△は益） 55

有形固定資産除却損 30

売上債権の増減額（△は増加） 702,451

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,359

仕入債務の増減額（△は減少） △319,893

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,026

その他の資産の増減額（△は増加） △124,432

その他の負債の増減額（△は減少） 10,750

小計 286,913

利息及び配当金の受取額 18,555

利息の支払額 △2,407

法人税等の支払額 △125,330

営業活動によるキャッシュ・フロー 177,729

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 △2,455

有形固定資産の取得による支出 △11,641

無形固定資産の取得による支出 △4,811

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 60

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,848

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） △161,619

長期借入金の返済による支出 △16,731

配当金の支払額 △121,998

財務活動によるキャッシュ・フロー △300,348

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △153,332

現金及び現金同等物の期首残高 1,197,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,044,499



　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）セグメント情報

ａ．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、内装システム部材事業という単一セグメントであります。従いまして、開示

対象となるセグメントはありませんので、記載は省略しております。

ｂ．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）

 
日本

（百万円）

中国

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,889 94 1,984 － 1,984

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高
0 29 29 (29) －

 計 1,889 124 2,014 (29) 1,984

 営業損失 33 20 53 (2) 50

ｃ．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）

 中国 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 94 94

Ⅱ　連結売上高（百万円）  1,984

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
4.8 4.8

（６）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」

生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

　当第１四半期連結会計期間の生産実績を示すと次のとおりであります。

　当社企業グループは、内装システム部材事業という単一事業部門であるため品目別に記載しております。

品目の名称

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）

金額（千円）

室内ドア 1,290,140

収納ボックス 95,799

化粧造作材 175,383

その他 62,386

合計 1,623,708

　（注）１．金額は販売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）受注状況

　当第１四半期連結会計期間における受注状況を示すと次のとおりであります。

　当社企業グループは、内装システム部材事業という単一事業部門であるため品目別に記載しております。

品目の名称 受注高（千円） 受注残高（千円）

室内ドア 2,173,276 3,619,470

収納ボックス 85,534 590,201

化粧造作材 95,360 211,274

その他 359,981 385,746

合計 2,714,151 4,806,691

　（注）１．金額は販売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 －



（３）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を示すと次のとおりであります。

　当社企業グループは、内装システム部材事業という単一事業部門であるため品目別に記載しております。

品目の名称

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）

金額（千円）

室内ドア 1,392,101

収納ボックス 161,699

化粧造作材 104,425

その他 326,126

合計 1,984,351

　（注）１．当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。

相手先

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）

金額（千円） 割合（％）

大和ハウス工業㈱ 377,788 19.0

㈱穴吹工務店 345,347 17.4

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当社グループは主として７～２月に集中して需要が発生する製品の出荷を行っているため、通常、第１四半

期連結会計期間の売上高は他の四半期連結会計期間の売上高と比べ低くなっております。

－ 3 －
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