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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 71,633 ― 116 ― 277 ― △311 ―

20年3月期第2四半期 76,422 △0.2 153 △41.4 349 △13.9 222 50.7

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 △26.13 ―

20年3月期第2四半期 18.64 ―

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 58,540 6,708 11.1 547.04
20年3月期 55,506 7,110 12.5 581.11

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,519百万円 20年3月期  6,931百万円

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  有  
 

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.00 5.00

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 145,000 △2.3 300 △19.2 620 △3.8 △270 ― △22.64

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  

(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、４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 
１. 業績予想の数値については、平成20年８月11日付「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました数値より修正を行っておりま   
す。詳細につきましては、本日別途開示しております「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  
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。  

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  11,971,350株 20年3月期  11,971,350株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  52,786株 20年3月期  43,916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  11,924,617株 20年3月期第2四半期  11,932,847株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローンに端を発した金融市場や株

式市場の不安定化等により世界経済の減速感が強まるなか、堅調であった企業業績にも足踏み感が見受け

られ始め、景気の先行きには不透明感が増してまいりました。 

住宅関連業界においては、建築基準法厳格化の影響により前年度激減した新設住宅着工戸数は回復基調

での推移となったものの、景気の先行きに対する不安感などから、住宅投資に対する消費者マインドは弱

含みでの推移となり、引き続き厳しい経営環境となりました。 

このような状況の中で当社グループは、環境に配慮した商品の拡販の一環として、当期より取扱いを開

始したＦＳＣ認証合板の販売が好調な滑り出しとなったほか、オール電化関連商品の拡販や、異業種に対

する販路開拓などに努めてまいりました。 

また、建築に係わる法令に関するセミナーの開催や、その対応策の提案など、販売先支援の充実を図る

一方で、営業本部を第１営業本部、第２営業本部及び企画開発本部に分割し、意思決定の迅速化及び企画

開発部門の強化を図ってまいりました。 

その結果、売上高は71,633百万円（前年同期は76,422百万円）となりました。営業利益は、売上総利益

率の向上に努める一方で、販売費及び一般管理費全体の見直しを行い経費削減に努めた結果、116百万円

（前年同期は153百万円）となりました。経常利益は、営業外損益が概ね計画通りに推移したことにより

277百万円（前年同期は349百万円）となり、また、たな卸資産評価損47百万円及び貸倒引当金繰入額616

百万円を特別損失として計上した結果、四半期純損失は311百万円（前年同期は中間純利益222百万円）と

なりました。 

なお、前年同期実績数値については、ご参考として記載しております。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比して3,034百万円増加の58,540

百万円となりました。これは主として、受取手形及び売掛金が4,793百万円増加した一方で、現金及び

預金が2,097百万円減少したことによるものであります。 

負債については、前連結会計年度末に比して3,436百万円増加の51,832百万円となりました。これは主

として、支払手形及び買掛金が2,447百万円及び短期借入金が1,160百万円増加したことによるものであ

ります。 

純資産については、前連結会計年度末に比して401百万円減少の6,708百万円となり、自己資本比率は

前連結会計年度末に比して1.4ポイント減少の11.1％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

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（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末と比して2,075百万円減少の6,798百万円となりました。 

営業活動の結果、資金は2,785百万円の減少となりました。これは主として、売上債権の増加額が

5,528百万円あった一方で、仕入債務の増加額が2,528百万円あったことによるものであります。 

投資活動の結果、資金は７百万円の増加となりました。これは主として、投資有価証券の売却による

収入が17百万円及び有形固定資産の売却による収入が12百万円あった一方で、投資有価証券の取得によ

る支出が36百万円あったことによるものであります。 

財務活動の結果、資金は701百万円の増加となりました。これは主として、短期借入金の純増額が

1,160百万円及び長期借入れによる収入が500百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が920

百万円あったことによるものであります。 

・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
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通期の業績予想につきましては、平成20年８月11日付「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお

知らせ」にて公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日別途公表してお

ります「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

 該当事項はございません。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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 「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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益

及び経常利益はそれぞれ12百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は60百万円増加しております。 

  

 ③ 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月

30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会

計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産と

して計上しております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法は、リース期間

を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 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

(2) 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：百万円） 

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 6,819 8,917 

受取手形及び売掛金 33,086 28,292 

商品 2,801 2,466 

未成工事支出金 582 475 

その他 2,876 2,928 

貸倒引当金 △815 △680 

流動資産合計 45,351 42,400 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,617 1,697 

土地 8,101 8,101 

その他（純額） 119 114 

有形固定資産合計 9,839 9,913 

無形固定資産 

のれん 54 53 

その他 337 321 

無形固定資産合計 392 375 

投資その他の資産 

投資有価証券 935 1,023 

その他 3,003 2,294 

貸倒引当金 △981 △500 

投資その他の資産合計 2,957 2,817 

固定資産合計 13,189 13,105 

資産合計 58,540 55,506 
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（単位：百万円） 

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 39,548 37,100 

1年内償還予定の社債 1,700 － 

短期借入金 2,960 1,800 

1年内返済予定の長期借入金 1,891 1,520 

未払法人税等 61 － 

賞与引当金 394 403 

その他の引当金 6 12 

その他 1,068 842 

流動負債合計 47,629 41,679 

固定負債 

社債 1,000 2,700 

長期借入金 2,118 2,910 

役員退職慰労引当金 195 310 

その他の引当金 33 32 

負ののれん 2 2 

その他 852 760 

固定負債合計 4,202 6,716 

負債合計 51,832 48,395 

純資産の部 

株主資本 

資本金 850 850 

資本剰余金 294 294 

利益剰余金 5,675 6,022 

自己株式 △19 △16 

株主資本合計 6,800 7,150 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △276 △208 

繰延ヘッジ損益 △4 △11 

評価・換算差額等合計 △280 △219 

少数株主持分 188 179 

純資産合計 6,708 7,110 

負債純資産合計 58,540 55,506 
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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：百万円） 

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 71,633 

売上原価 65,697 

売上総利益 5,936 

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 787 

貸倒引当金繰入額 54 

給料 1,871 

賞与引当金繰入額 379 

役員賞与引当金繰入額 6 

役員退職慰労引当金繰入額 14 

退職給付費用 125 

賃借料 507 

減価償却費 115 

その他 1,956 

販売費及び一般管理費合計 5,820 

営業利益 116 

営業外収益 

受取利息 9 

受取配当金 16 

仕入割引 223 

不動産賃貸料 71 

その他 88 

営業外収益合計 409 

営業外費用 

支払利息 70 

手形売却損 26 

売上割引 138 

その他 13 

営業外費用合計 248 

経常利益 277 

特別利益 

固定資産売却益 7 

特別利益合計 7 

特別損失 

たな卸資産評価損 47 

貸倒引当金繰入額 616 

その他 55 

特別損失合計 719 

税金等調整前四半期純損失（△） △434 

法人税、住民税及び事業税 39 

法人税等調整額 △169 

法人税等合計 △129 

少数株主利益 6 

四半期純損失（△） △311 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

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（△） △434 

減価償却費 141 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 671 

賞与引当金の増減額（△は減少） △8 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △115 

受取利息及び受取配当金 △26 

仕入割引 △223 

支払利息及び手形売却損 96 

売上割引 138 

売上債権の増減額（△は増加） △5,528 

たな卸資産の増減額（△は増加） △441 

未収入金の増減額（△は増加） 150 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,528 

その他 48 

小計 △3,003 

利息及び配当金の受取額 26 

仕入割引の受取額 143 

利息の支払額 △70 

手形売却に伴う支払額 △26 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 145 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,785 

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 △27 

有形固定資産の売却による収入 12 

無形固定資産の取得による支出 △10 

投資有価証券の取得による支出 △36 

投資有価証券の売却による収入 17 

その他 52 

投資活動によるキャッシュ・フロー 7 

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） 1,160 

長期借入れによる収入 500 

長期借入金の返済による支出 △920 

配当金の支払額 △35 

少数株主への配当金の支払額 △2 

その他 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 701 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,075 

現金及び現金同等物の期首残高 8,874 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,798 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【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)において、全セグメント

の売上高の合計、営業利益金額の合計額に占める「卸売事業」の割合がいずれも90％を超えているた

め、記載を省略しております。 

  

【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)において、本邦以外の国

または地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

【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)において、海外売上高が

ないため、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) セグメント情報

(6) 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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（要約）前中間連結損益計算書 

「参考」

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(百万円)

Ⅰ 売上高 76,422

Ⅱ 売上原価 70,323

   売上総利益 6,099

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 運賃荷造費 813

 ２ 貸倒引当金繰入額 13

 ３ 給料手当 1,884

 ４ 賞与引当金繰入額 418

 ５ 役員賞与引当金繰入額 12

 ６ 役員退職慰労引当金繰入額 14

 ７ 退職給付費用 130

 ８ 賃借料 518

 ９ 減価償却費 120

 10 その他 2,018 5,945

   営業利益 153

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 13

 ２ 受取配当金 17

 ３ 負ののれん償却額 16

 ４ 仕入割引 230

 ５ 投資有価証券売却益 6

 ６ 賃貸収入 64

 ７ 営業補償金 61

 ８ 雑収入 48 461

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 83

 ２ 社債発行費償却 1

 ３ 手形売却損 36

 ４ 売上割引 133

 ５ 雑損失 10 265

   経常利益 349
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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(百万円)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 2

 ２ 償却債権取立益 0

 ３ 私財提供益 175 177

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 4

 ２ 貸倒引当金繰入額 38 42

   税金等調整前四半期純利益 484

   法人税、住民税及び事業税 218

   法人税等調整額 36 254

   少数株主利益 7

   中間純利益 222

㈱ジューテック(2682)平成21年３月期　第２四半期決算短信

－10－



（要約）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(百万円)

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利益 484

 ２ 減価償却費 149

 ３ のれん償却額 △14

 ４ 貸倒引当金の増減額(△は減少) 48

 ５ 賞与引当金の増減額(△は減少) △11

 ６ 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 14

 ７ 受取利息及び受取配当金 △31

 ８ 仕入割引 △230

 ９ 支払利息及び手形売却損 120

 10 売上割引 133

 11 有形固定資産売却益 △2

 12 有形固定資産除却損 4

 13 投資有価証券売却益 △6

  14 私財提供益 △175

 15 売上債権の増減額(△は増加) △4,273

 16 たな卸資産の増減額(△は増加) 152

 17 未収入金の増減額(△は増加) 1,297

 18 仕入債務の増減額(△は減少) △103

 19 未払消費税等の増減額(△は減少) 1

 20 その他 △123

    小計 △2,566

 21 利息及び配当金の受取額 27

 22 仕入割引の受取額 140

 23 私財提供益 175

 24 利息及び手形売却損の支払額 △121

 25 法人税等の支払額 △416

   営業活動によるキャッシュ・フロー △2,761
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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(百万円)

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 △27

 ２ 有形固定資産の売却による収入 5

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △1

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △34

 ５ 投資有価証券の売却による収入 58

 ６ 貸付による支出 △23

 ７ 貸付金の回収による収入 64

 ８ 敷金保証金の支出 △6

 ９ 敷金保証金の回収による収入 13

 10 その他 2

   投資活動によるキャッシュ・フロー 49

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 2,300

 ２ 長期借入金の返済による支出 △298

 ３ 社債の償還による支出 △300

 ４ 配当金の支払額 △83

 ５ 少数株主への配当金の支払額 △2

 ６ 自己株式の取得による支出 △2

   財務活動によるキャッシュ・フロー 1,613

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少額) △1,098

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,100

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 7,001
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