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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） 

（注１）当社は、平成19年10月２日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。 
（注２）当社は、平成20年２月13日付で有償一般募集による新株を500,000株発行しております。  

(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 4,069 ― 24 ― 70 ― 30 ―

20年3月期第2四半期 4,959 ― 235 ― 237 ― 133 ―

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 5.06 ―

20年3月期第2四半期 238.75 ―

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 8,875 5,636 63.5 923.96
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2四半期  5,636百万円 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 8,820 △19.5 340 △53.3 390 △42.2 246 △44.6 40.33

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） 

（注１）当社は、平成19年10月２日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。 
（注２）当社は、平成20年２月13日付で有償一般募集による新株を500,000株発行しております。  

※ 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。 
※ 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 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2四半期 124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2四半期 6,099,917株 20年3月期第2四半期 560,000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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰による物価上昇の影響から消費者心理が

落ち込み個人消費の低迷が続いたほか、米国に端を発した金融市場の混乱が生じ、株価や為替の急激な変動を招くな

ど経済の先行きに対する不透明感が広がり、景気の減速傾向が一段と強まりました。

住宅関連業界におきましては、建築基準法厳格化の影響により激減した新設住宅着工戸数は依然として低迷してお

り、さらに企業収益の悪化による所得環境への不安や株価の急落等から、住宅取得を手控える動きが見られ受注環境

は厳しい状況が続きました。

このような事業環境の中で、当社グループは、原材料価格や輸送コストの低減に取り組み、製造体制の効率化、営

業体制の見直し等、収益力、営業力の向上に努めました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は40億69百万円、営業利益24百万円、経常利益70百万円、四半期純利

益30百万円となりました。

なお、事業の品目別の状況は、６．その他の情報に記載のとおりであります。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末における資産総額は8,875百万円となり、前連結会計年度末より629百万円減少してお

ります。これは主に受取手形及び売掛金の減少783百万円によるものです。

負債総額は3,239百万円となり、前連結会計年度末より513百万円減少しております。これは主に支払手形及び買掛

金の減少196百万円、短期借入金の減少161百万円、未払法人税等の減少83百万円、未払消費税等の減少48百万円によ

るものです。

純資産につきましては、5,636百万円となり、前連結会計年度末より116百万円減少しております。これは主として

利益剰余金の減少89百万円、その他有価証券評価差額金の減少24百万円によるものです。

以上の結果、自己資本比率は63.5％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は1,187百万円となり、前連

結会計年度末と比較して、9百万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383百万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781

百万円、税金等調整前四半期純利益74百万円、減価償却費70百万円等であり、主なマイナス要因は仕入債務の減少額

195百万円、その他の資産の増加額132百万円、法人税等の支払額127百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は81百万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35百万円、無形固定資産の取得による支出41百万円等であります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は311百万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減少額

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

平成20年11月4日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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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

  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２四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。
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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 1,357,391 1,367,232

受取手形及び売掛金 2,804,747 3,588,719

商品 9,029 24,584

製品 318,799 219,468

原材料 300,656 338,625

仕掛品 146,869 131,187

貯蔵品 7,590 17,798

繰延税金資産 58,210 59,761

未収入金 188,982 115,860

その他 80,322 15,887

貸倒引当金 △5,885 △8,850

流動資産合計 5,266,714 5,870,274

固定資産   

有形固定資産 2,151,094 2,184,387

無形固定資産   

のれん 50,000 60,000

その他 126,089 89,637

無形固定資産合計 176,089 149,637

投資その他の資産   

投資有価証券 717,830 757,347

関係会社出資金 44,700 44,700

繰延税金資産 279,806 263,166

その他 267,801 237,001

貸倒引当金 △28,796 △1,800

投資その他の資産合計 1,281,341 1,300,415

固定資産合計 3,608,525 3,634,440

資産合計 8,875,239 9,504,715

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,991,760 2,188,698

短期借入金 163,532 325,507

1年内返済予定の長期借入金 10,400 38,336

未払金 275,980 276,776

未払法人税等 45,110 128,319

未払消費税等 11,308 59,625

賞与引当金 101,215 89,043

その他 36,261 40,542

流動負債合計 2,635,569 3,146,850



（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) 

固定負債   

退職給付引当金 268,187 270,313

長期未払金 335,452 335,452

固定負債合計 603,639 605,765

負債合計 3,239,209 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 4,051,197 4,141,020

自己株式 △70 △48

株主資本合計 5,608,127 5,697,972

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34,775 △10,226

繰延ヘッジ損益 514 △1,794

為替換算調整勘定 62,163 66,147

評価・換算差額等合計 27,903 54,126

純資産合計 5,636,030 5,752,099

負債純資産合計 8,875,239 9,504,715



（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 4,069,806

売上原価 2,919,021

売上総利益 1,150,784

販売費及び一般管理費 1,126,412

営業利益 24,372

営業外収益  

受取利息 1,431

受取配当金 18,535

受取賃貸料 5,466

為替差益 24,994

その他 2,850

営業外収益合計 53,277

営業外費用  

支払利息 5,287

その他 2,086

営業外費用合計 7,374

経常利益 70,275

特別利益  

固定資産売却益 5,021

貸倒引当金戻入額 3,000

特別利益合計 8,021

特別損失  

固定資産除却損 33

投資有価証券評価損 3,591

特別損失合計 3,624

税金等調整前四半期純利益 74,672

法人税等 43,802

四半期純利益 30,870



（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 2,085,455

売上原価 1,482,373

売上総利益 603,081

販売費及び一般管理費 530,041

営業利益 73,040

営業外収益  

受取利息 937

受取配当金 116

受取賃貸料 2,733

為替差益 11,281

その他 1,600

営業外収益合計 16,668

営業外費用  

支払利息 2,957

その他 337

営業外費用合計 3,295

経常利益 86,414

特別利益  

固定資産売却益 5,021

貸倒引当金戻入額 2,249

特別利益合計 7,270

特別損失  

固定資産除却損 2

投資有価証券評価損 3,591

特別損失合計 3,593

税金等調整前四半期純利益 90,090

法人税等 41,212

四半期純利益 48,878



（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利益 74,672

減価償却費 70,435

のれん償却額 10,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,031

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,126

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,171

受取利息及び受取配当金 △19,967

支払利息 5,287

為替差損益（△は益） △74

有形固定資産除却損 33

有形固定資産売却損益（△は益） △5,021

投資有価証券評価損益（△は益） 3,591

売上債権の増減額（△は増加） 781,700

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,323

仕入債務の増減額（△は減少） △195,197

未払消費税等の増減額（△は減少） △49,660

その他の資産の増減額（△は増加） △132,002

その他の負債の増減額（△は減少） △28,711

小計 496,840

利息及び配当金の受取額 19,496

利息の支払額 △5,433

法人税等の支払額 △127,103

営業活動によるキャッシュ・フロー 383,800

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 △5,262

有形固定資産の取得による支出 △35,664

無形固定資産の取得による支出 △41,006

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 242

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,691

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） △161,090

長期借入金の返済による支出 △27,936

自己株式の取得による支出 △22

配当金の支払額 △121,998

財務活動によるキャッシュ・フロー △311,047

現金及び現金同等物に係る換算差額 △902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,840

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 1,187,991



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

　当連結グループは内装システム部材事業の専門メーカーとして、同一セグメントに属する室内ドア及び収納

ボックス等の製造、加工、販売を行っており、当該事業以外に事業種類がないため当該事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

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）  

 
日本

（千円）

中国

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,849,574 220,232 4,069,806 － 4,069,806

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 57,972 57,972 (57,972) －

 計 3,849,574 278,205 4,127,779 (57,972) 4,069,806

 営業利益　（営業損失） 72,213 (50,377) 21,835 2,537 24,372

　（注）１．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「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」に記載のとおり、第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用し

ております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益

が、日本で6,968千円減少しております。

〔海外売上高〕

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）

　　海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

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）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  4,959,458 100.0

Ⅱ　売上原価  3,441,348 69.4

売上総利益  1,518,109 30.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,282,956 25.9

営業利益  235,152 4.7

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 1,040   

２．受取配当金 21,127   

３．受取賃貸料 4,427   

４．その他　 3,652 30,246 0.7

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 5,995   

２．為替差損 15,459   

３．株式上場関連費用 6,290   

４．その他 507 28,251 0.6

経常利益  237,147 4.8

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 500 500 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．会員権評価損 232   

２．投資有価証券評価損 5,445   

３．その他 599 6,277 0.1

税金等調整前中間純利益  231,370 4.7

法人税、住民税及び事業税 104,762   

法人税等調整額 △7,094 97,667 2.0

中間純利益  133,702 2.7

－ 2 －



（２）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

税金等調整前中間純利益 231,370

減価償却費 64,171

のれん償却額 10,000

為替差損 5,086

貸倒引当金の減少額 △370

退職給与引当金の増加額 7,444

賞与引当金の増加額 31,687

受取利息及び受取配当金 △22,167

支払利息 5,995

有形固定資産除却損 149

ゴルフ会員権評価損 232

投資有価証券評価損 5,445

売上債権の増加額 △621,725

たな卸資産の増加額 △265,261

仕入債務の増加額 621,921

その他の資産の増加額 △123,577

その他の負債の増加額 135,925

小計 86,327

利息及び配当金の受取額 21,829

利息の支払額 △6,158

法人税等の支払額 △175,007

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△73,009

－ 3 －



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）

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

△91,579

無形固定資産の取得による
支出

△3,084

投資有価証券の取得による
支出

△5,876

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△100,540

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 68,469

長期借入金の返済による支
出

△5,526

親会社による配当金の支払
額

△70,000

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△7,056

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

12,289

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △168,316

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

640,393

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現
金同等物の期首残高

236,753

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

708,829
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　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）

　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。

〔所在地別セグメント情報〕

　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）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメントの記

載を省略しております。

〔海外売上高〕

　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）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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  ６．その他の情報

　生産受注及び販売の状況

　（１）生産実績

　当第２四半期連結累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）

金額（千円）

室内ドア 2,733,045

収納ボックス 371,552

化粧造作材 166,491

その他 555,015

合計 3,826,103

　（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）受注実績

　当第２四半期連結累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 3,863,427 3,729,528

収納ボックス 239,959 556,120

化粧造作材 149,920 171,436

その他 457,163 260,470

合計 4,710,469 4,717,554

　（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。
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　（３）販売実績

　当第２四半期連結累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９月30日）

金額（千円）

室内ドア 2,972,194

収納ボックス 350,205

化粧造作材 198,823

その他 548,584

合計 4,069,806

　（注）１．当第２四半期連結累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９月30日）

金額（千円） 割合（％）

大和ハウス工業㈱ 929,271 22.8

㈱穴吹工務店 665,714 16.4

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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