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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 4,326 ― △59 ― △47 ― △62 ―
20年3月期第2四半期 4,407 △2.6 △30 ― △6 ― △55 ―

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2四半期 △9.18 ―
20年3月期第2四半期 △8.15 ―

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2四半期 9,288 5,995 63.7 862.63
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2四半期  5,915百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,037 0.5 △30 ― △8 ― △36 ― △5.25

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）上記の業績予想は、現時点で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、今後の様々な要因により予想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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条
第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。  

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2四半期  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2四半期  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2四半期  6,857,976株 20年3月期第2四半期  6,858,763株
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当第２四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年９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、当社グループにおける業績の概況は次の通りとなりました。 

 自動車用品関連につきましては、国内自動車の販売不振から既存車種用のＯＥＭ純正フロアーマットの

売上の落ち込みが影響したものの新規車種用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、一部の車種においては売上が増加したことにより、全体としては堅調に推移しました。

 産業資材関連につきましては、マガジンスティック等の受注が順調に推移したことから電子部品用及び

工業部品用部材においては売上が増加しました。しかしながら、住宅需要の落ち込みによる住宅関連部材

の販売が低調であったことに加え、オフィス需要の低迷による事務用椅子及び事務デスク用部材の販売の

落ち込みが大きく影響することとなり、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２四半期累計期間における売上高は43億26百万円（前年同期比1.8％減）となり

ました。 

 利益につきましては、原材料価格の高騰による材料費の増加および販売費及び一般管理費が増加したこ

とにより、営業損失59百万円（前年同期は営業損失30百万円）、経常損失47百万円（前年同期は経常損失

６百万円）となりました。また、滋賀事業本部において一部の有形固定資産の減損処理を行ったことか

ら、四半期純損失62百万円（前年同期は四半期純損失55百万円）となりました。 

  

当第２四半期会計期間末における当社グループの財政状態は次の通りとなりました。 

 総資産は92億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ26百万円増加しました。 

 流動資産では現金及び預金の減少２億25百万円、売上債権の増加26百万円、有価証券の増加79百万円、

たな卸資産の増加２億47百万円。また、固定資産では有形固定資産の減少99百万円などが主な増減要因で

あります。 

 流動負債では仕入債務の増加２億51百万円、その他流動負債の減少55百万円。また、固定負債では長期

借入金の約定返済による減少96百万円などが主な増減要因であります。 

 純資産は59億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億２百万円減少しました。主な減少要因は、

利益剰余金の減少及び評価・換算差額等の減少であります。 

  

通期業績につきましては、下半期においても引き続き、国内自動車の販売の落ち込み及び住宅需要の低

迷が予想されることから、当社グループの売上が減少するものと予想されます。 

 利益につきましては、材料費が当初予想より増加するものと考えられ、連結では当期純損失となる見込

みであります。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①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。 

②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の調整を行わ

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。 

  

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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正

する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後

の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

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）

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 493,440 718,452 

受取手形及び売掛金 2,793,619 2,767,527 

有価証券 136,280 57,259 

商品及び製品 873,426 637,414 

原材料及び貯蔵品 757,801 687,113 

仕掛品 197,997 257,293 

その他 127,797 125,495 

貸倒引当金 △1,875 △1,875 

流動資産合計 5,378,488 5,248,682 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,281,608 1,327,956 

土地 1,549,284 1,549,284 

その他（純額） 599,307 652,719 

有形固定資産合計 3,430,200 3,529,961 

無形固定資産 5,349 6,500 

投資その他の資産 

その他 474,547 476,538 

貸倒引当金 △106 △106 

投資その他の資産合計 474,441 476,431 

固定資産合計 3,909,990 4,012,892 

資産合計 9,288,479 9,261,575 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,851,787 1,600,317 

短期借入金 82,540 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 9,011 12,516 

賞与引当金 56,357 61,660 

その他 248,152 303,218 

流動負債合計 2,441,725 2,206,688 

固定負債 

長期借入金 367,396 464,334 

繰延税金負債 51,839 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 48,271 45,250 

その他の引当金 4,692 4,785 

その他 5,643 10,946 

固定負債合計 851,312 957,382 

負債合計 3,293,038 3,164,070 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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) 

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 3,882,174 3,952,528 

自己株式 △171,722 △171,637 

株主資本合計 6,155,906 6,226,345 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △46,308 △25,077 

繰延ヘッジ損益 △10,407 △42,467 

土地再評価差額金 △33,160 △33,160 

為替換算調整勘定 △150,155 △109,034 

評価・換算差額等合計 △240,030 △209,739 

少数株主持分 79,565 80,898 

純資産合計 5,995,440 6,097,504 

負債純資産合計 9,288,479 9,261,575 
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(2)【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,326,700 

売上原価 3,567,127 

売上総利益 759,572 

販売費及び一般管理費 818,732 

営業損失（△） △59,159 

営業外収益 

受取利息 2,556 

受取配当金 2,089 

投資有価証券運用益 5,782 

助成金収入 7,000 

その他 11,466 

営業外収益合計 28,894 

営業外費用 

支払利息 5,310 

為替差損 9,683 

その他 2,320 

営業外費用合計 17,314 

経常損失（△） △47,579 

特別利益 

固定資産売却益 10,086 

特別利益合計 10,086 

特別損失 

固定資産除却損 610 

投資有価証券評価損 1,004 

減損損失 11,734 

特別損失合計 13,349 

税金等調整前四半期純損失（△） △50,841 

法人税、住民税及び事業税 8,181 

法人税等調整額 848 

法人税等合計 9,029 

少数株主利益 3,066 

四半期純損失（△） △62,937 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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（△） △50,841 

減価償却費 136,672 

長期前払費用償却額 29,057 

減損損失 11,734 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,302 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,021 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,781 

受取利息及び受取配当金 △4,645 

支払利息 5,310 

投資有価証券運用損益（△は益） △5,782 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,004 

固定資産売却損益（△は益） △10,086 

固定資産除却損 610 

売上債権の増減額（△は増加） △26,091 

たな卸資産の増減額（△は増加） △243,103 

仕入債務の増減額（△は減少） 251,470 

未払消費税等の増減額（△は減少） 346 

その他の資産・負債の増減額 △89,339 

その他の損益（△は益） 4,300 

小計 19,115 

利息及び配当金の受取額 9,429 

利息の支払額 △5,227 

法人税等の支払額 △15,985 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,332 

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 △90,278 

有形固定資産の売却による収入 55,179 

投資有価証券の取得による支出 △157,104 

投資有価証券の売却による収入 106,000 

その他 △20,119 

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,323 

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） 47,440 

長期借入金の返済による支出 △96,938 

自己株式の取得による支出 △84 

少数株主への配当金の支払額 △7,417 

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,000 

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,999 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145,991 

現金及び現金同等物の期首残高 775,712 

現金及び現金同等物の四半期末残高 629,720 
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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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四

半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(1) 前中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 4,407,534 100.0

Ⅱ 売上原価 3,642,308 82.6

   売上総利益 765,226 17.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 795,819 18.1

   営業損失 30,593 △0.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2,353

 ２ 受取配当金 1,841

 ３ 為替差益 2,834

 ４ 投資有価証券運用益 3,406

 ５ 受取手数料 12,268

 ６ その他 4,135 26,841 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,720

 ２ 賃貸資産維持費 154

 ３ 売上割引 982

 ４ その他 60 2,918 0.1

   経常損失 6,669 △0.2

Ⅵ 特別利益

   貸倒引当金戻入益 180 180 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 497

 ２ 減損損失 16,385

 ３ 投資有価証券評価損 6,498 23,381 0.5

  税金等調整前中間純損失 29,870 △0.7

  法人税、住民税及び事業税 2,806

  法人税等調整額 21,992 24,799 0.6

  少数株主利益 1,257 0.0

  中間純損失 55,927 △1.3
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(2) 前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純損失(△) △29,870

 ２ 減価償却費 144,820

 ３ 長期前払費用償却費 1,460

 ４ のれん償却額 6,613

 ５ 減損損失 16,385

 ６ 賞与引当金の減少額 △20,598

 ７ 役員退職慰労引当金の減少額 △37,056

 ８ 貸倒引当金の減少額 △180

 ９ 受取利息及び受取配当金 △4,195

 10 支払利息 1,720

 11 為替差損 3,055

 12 投資有価証券運用益 △3,406

 13 投資有価証券評価損 6,498

 14 有形固定資産売却損 211

 15 有形固定資産除却損 286

 16 売上債権の減少額 181,300

 17 たな卸資産の増加額 △108,934

 18 仕入債務の減少額 △68,355

 19 未払消費税の減少額 △7,258

 20 その他資産の増加額 △17,689

 21 その他負債の減少額 △46,601

 22 その他の営業外損益等 2,910

    小計 21,114

 23 利息及び配当金の受取額 4,185

 24 利息の支払額 △3,000

 25 法人税等の支払額・還付額(純額) △3,795

   営業活動によるキャッシュ・フロー 18,505

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △41,561

 ２ 有形固定資産の売却による収入 206

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △2,669

 ４ その他 29,700

   投資活動によるキャッシュ・フロー △14,324

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の減少額 △11,250

 ２ 長期借入による収入 600,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △40,006

 ４ 自己株式の取得による支出 △243

 ５ 配当金の支払額 △68,593

   財務活動によるキャッシュ・フロー 479,907

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3,829

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 487,917

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 565,548

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,053,465
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