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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 1,777 ― △17 ― △38 ― △36 ―
20年3月期第2四半期 1,910 7.3 16 91.2 7 113.1 4 ―

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 △3.05 ―
20年3月期第2四半期 0.33 ―

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 2,898 455 15.7 38.01
20年3月期 3,040 505 16.6 42.15

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  455百万円 20年3月期  505百万円

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
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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  有   

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 3,840 △1.5 27 1.0 △10 ― △17 ― △1.42

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  無  

[(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） 

※ 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。  

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2四半期  12,000,000株 20年3月期  12,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  7,405株 20年3月期  7,404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  11,992,595株 20年3月期第2四半期  11,993,319株
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当第２四半期における国内経済は、原材料価格高騰に伴うコスト増を主因として、企業収益は急速に落
ち込み、企業の景況感も大幅に悪化しました。併せて個人消費も物価上昇の加速に伴う実質所得の減少や
消費者心理の悪化から弱含みとなるなど、景気後退局面に入りました。  
 一方、当社グループを取り巻く事業環境は、タフトカーペットの国内生産量はほぼ前年同期並の水準と
なったものの、景気後退の影響を受け資材用途を中心に荷動きの悪化傾向が強まり、回復感のないまま厳
しい様相を呈しております。 
 この環境下、第２四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)の経営成績は、ロー
ルカーペットを中心とする一般用カーペット分野が計画は上回ったものの前年同期比では減収となり、レ
ンタルマット、人工芝用途を主とする資材用カーペット分野も景気後退の影響から計画比・前年同期比と
もに落ち込んだことなどから、売上高は1,777百万円(前年同期比7.0%減)となりました。利益面では、有
利用途である資材分野の減収と、原材料価格高騰に伴う一段のコストアップの影響と販売価格転嫁の遅れ
があり、コストダウンプロジェクトを柱とした収益改善に努めたものの、営業利益は△17百万円 (前年同
期比33百万円減)、経常利益は△38百万円(前年同期比45百万円減)、四半期純利益は△36百万円(前年同期
比40百万円減)となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は2,898百万円で、前連結会計年度末より141百万円
減少しました。  
 流動資産の残高は、1,716百万円で、前連結会計年度末より98百万円減少しました。  
 主な要因は、受取手形及び売掛金の減少146百万円、棚卸資産の増加38百万円であります  
 固定資産の残高は、1,181百万円で、前連結会計年度末より43百万円減少しました。 
流動負債の残高は、2,265百万円で、前連結会計年度末より77百万円減少しました。  

 主な要因は、支払手形及び買掛金の減少101百万円、短期借入金の増加43百万円であります。  
 固定負債の残高は、177百万円で、前連結会計年度末より14百万円減少しました。  
 純資産の残高は、455百万円で、前連結会計年度末より49百万円減少しました。  
 これは、四半期純損失36百万円及びその他有価証券評価差額金の減少12百万円であります。 
 (キャッシュ・フローの分析 ) 
 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、72百万円で、前連結会計年度末に比べ1
百万円減少しました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少146百万円、減価償却費33百万円があり、一
方、仕入債務の減少101百万円、棚卸資産の増加36百万円、税金等調整前四半期純損失36百万円がマイナ
ス要因となりこの結果、△29百万円となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による有形固定資産の取得7百万円、定期預金の預入
れ8百万円による支出であります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の借入43百万円によるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況を勘案し、業績予想の見通しを行った結果、平成20
年8月6日の第１四半期決算発表時に公表いたしました平成21年3月期の連結業績予想を下表の通り修正い
たしました。 
 なお、詳細は平成20年10月23日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
通期業績予想の修正(平成20年4月1日～平成21年3月31日)          (単位：百万円) 

                                   

 
なお、上記の業績予想は、現時点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

今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 

  
  

・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

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

前回発表予想（Ａ） 4,000 37 4 △5 △0円42銭

今回修正予想（Ｂ） 3,840 27 △10 △17 △1円42銭

増減額（Ｂ－Ａ） △160 △10 △14 △12 ―

増減率（％） △4.0 △27.0 ― ― ―

(ご参考)前期実績 
(平成20年3月期)

3,899 27 7 △30 △2円55銭
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該当事項はありません。 
  

  

法人税や引当金の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。 
  

  

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。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。 
 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
 「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、売上総利益及び営業損失、経常損失、税金等調整前四
半期純損失への影響は軽微であります。 

  

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 80,957 74,622 

受取手形及び売掛金 821,782 968,625 

商品 35,941 32,380 

製品 480,875 463,670 

原材料 153,543 167,159 

仕掛品 104,112 72,974 

貯蔵品 22,464 24,051 

その他 17,346 14,357 

貸倒引当金 △551 △2,701 

流動資産合計 1,716,473 1,815,140 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 797,178 793,502 

減価償却累計額 △661,814 △656,242 

建物及び構築物（純額） 135,364 137,260 

機械装置及び運搬具 2,238,860 2,230,736 

減価償却累計額 △1,907,328 △1,879,835 

機械装置及び運搬具（純額） 331,532 350,900 

土地 619,898 619,898 

その他 133,305 133,305 

減価償却累計額 △123,166 △122,578 

その他（純額） 10,139 10,727 

有形固定資産合計 1,096,934 1,118,787 

無形固定資産 

電話加入権 1,512 1,512 

無形固定資産合計 1,512 1,512 

投資その他の資産 

投資有価証券 82,950 104,120 

その他 952 1,092 

貸倒引当金 △477 △477 

投資その他の資産合計 83,425 104,735 

固定資産合計 1,181,871 1,225,034 

資産合計 2,898,344 3,040,174 
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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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,079,501 1,181,007 

短期借入金 1,080,965 1,037,614 

未払法人税等 1,737 2,149 

賞与引当金 21,472 19,567 

その他 81,568 102,587 

流動負債合計 2,265,246 2,342,926 

固定負債 

退職給付引当金 135,057 143,040 

役員退職慰労引当金 24,540 22,357 

繰延税金負債 11,722 20,338 

その他 5,970 5,970 

固定負債合計 177,290 191,706 

負債合計 2,442,536 2,534,632 

純資産の部 

株主資本 

資本金 600,000 600,000 

利益剰余金 △160,042 △123,458 

自己株式 △620 △620 

株主資本合計 439,336 475,921 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 17,078 29,632 

繰延ヘッジ損益 △606 △11 

評価・換算差額等合計 16,471 29,620 

純資産合計 455,807 505,541 

負債純資産合計 2,898,344 3,040,174 
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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 1,777,917 

売上原価 1,546,736 

売上総利益 231,181 

販売費及び一般管理費 

販売費 166,476 

一般管理費 82,191 

販売費及び一般管理費合計 248,668 

営業損失（△） △17,487 

営業外収益 

受取利息及び配当金 1,820 

その他 942 

営業外収益合計 2,763 

営業外費用 

支払利息 5,548 

株式交換算定費用 10,256 

退職給付費用 6,341 

その他 1,499 

営業外費用合計 23,645 

経常損失（△） △38,369 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 2,150 

税金等調整前四半期純損失（△） △36,219 

法人税、住民税及び事業税 365 

四半期純損失（△） △36,584 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

売上高 885,474 

売上原価 749,154 

売上総利益 136,320 

販売費及び一般管理費 

販売費 80,272 

一般管理費 42,560 

販売費及び一般管理費合計 122,832 

営業利益 13,488 

営業外収益 

受取利息及び配当金 0 

その他 537 

営業外収益合計 537 

営業外費用 

支払利息 2,836 

株式交換算定費用 10,256 

退職給付費用 3,170 

その他 641 

営業外費用合計 16,905 

経常損失（△） △2,879 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 2,150 

税金等調整前四半期純損失（△） △729 

法人税、住民税及び事業税 182 

四半期純損失（△） △912 
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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（△） △36,219 

減価償却費 33,653 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,983 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,183 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,905 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,150 

受取利息及び受取配当金 △1,820 

支払利息 5,548 

売上債権の増減額（△は増加） 146,842 

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,700 

仕入債務の増減額（△は減少） △101,506 

その他 △29,046 

小計 △25,292 

利息及び配当金の受取額 1,820 

利息の支払額 △5,430 

法人税等の支払額 △730 

営業活動によるキャッシュ・フロー △29,633 

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 △7,382 

定期預金の預入による支出 △8,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,382 

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） 43,351 

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,351 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,665 

現金及び現金同等物の期首残高 74,622 

現金及び現金同等物の四半期末残高 72,957 
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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。 

  

該当事項なし 

  

  

該当事項なし 

  

(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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前中間連結損益計算書              (単位：千円) 

 
  

「参考」

科  目

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)

金額

Ⅰ 売上高 1,910,717

Ⅱ 売上原価 1,637,039

   売上総利益 273,678

Ⅲ 販売費及び一般管理費 257,434

   営業利益 16,244

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息及び配当金 1,890

 2. 受取賃貸料 469

 3. その他 1,196

  営業外収益合計 3,555

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 4,446

 2. 退職給付費用 6,341

 3. その他 1,330

  営業外費用合計 12,118

   経常利益 7,681

Ⅵ 特別利益

 1. 貸倒引当金戻入額 320

Ⅶ 特別損失

 1. 投資有価証券評価損 3,090

 2. 固定資産売却損 520

 3. 固定資産除却損 11

  特別損失合計 3,621

   税金等調整前 

   中間純利益
4,379

   法人税、住民税及び事業税 365

   中間純利益 4,014
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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

   税金等調整前中間(当期)純利益 4,379

   減価償却費 34,184

   貸倒引当金の増減額 
   (減少：△)

1,034

   役員退職慰労引当金の 
   増減額(減少：△) 3,805

   退職給付引当金の増減額 
   (減少：△)

12,085

   受取利息及び受取配当金 △1,890

   支払利息 4,446

   売上債権の増減額 
   (増加：△)

203,285

   棚卸資産の増減額 
   (増加：△) △77,751

   仕入債務の増減額 
   (減少：△)

△53,789

   投資有価証券評価損 3,090

   固定資産売却損 520

   固定資産除却損 11

   その他 △39,381

    小計 94,031

   利息及び配当金の受取額 1,890

   利息の支払額 △4,304

   法人税等の支払額 △365

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

91,251

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 △12,022

   有形固定資産の  
   売却による収入 169

   その他投資の 
   回収による収入

―

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△11,853

Ⅲ 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(減少：△) △54,174

   長期借入金の 
   返済による支出

△12,500

   自己株式の 
   取得による支出

△20

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△66,695

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減 
  額(減少：△) 12,702

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

94,101

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

106,803
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