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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 7,044 ― 303 ― 327 ― 193 ―
20年3月期第2四半期 7,697 1.7 345 △20.3 366 △20.3 203 △19.4

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 16.73 ―
20年3月期第2四半期 17.21 ―

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 10,252 7,291 71.1 634.06
20年3月期 10,318 7,299 70.7 616.17

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,291百万円 20年3月期  7,299百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 15,000 1.6 600 4.1 620 0.7 310 0.2 26.95

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  11,912,515株 20年3月期  11,912,515株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  413,212株 20年3月期  65,216株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  11,558,188株 20年3月期第2四半期  11,851,546株

※業績予想の適正な利用に関する説明、その他特記事項 
当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
には様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２ページ【定性的情報・
財務諸表等】「3.業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  
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当第２四半期累計期間のわが国経済は、諸物価の高騰に加え、米国における景気減速及び金融資本市場
の混乱が世界の金融資本市場へ波及するといった影響を受け、景気の減速感が強くなる結果となりまし
た。 
住宅建材業界においても、諸資材の高止りによる原価高や景気の後退による住宅着工戸数の低迷等の影

響を受け、収益共に前年同期に比べマイナス基調となりました。 
当第２四半期累計期間における当社の経営成績は、販売面では、新設住宅市場の低迷の影響を受けると

ともに、一方、製造コスト面では、主原料のアルミ地金が期後半には下がり基調に転じましたが、総じて
高止りの傾向で推移いたしました。 
 その結果、第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）の売上高につきまし
ては、住宅建材部門で55億５千９百万円、素材部門で14億８千４百万円となり、合計で70億４千４百万円
となりました。 
利益面につきましては、営業利益で３億３百万円、経常利益で３億２千７百万円、四半期純利益は１億

９千３百万円となりました。 
また、第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）の当社の営業成績は、売

上高につきましては、住宅建材部門で26億７千６百万円、素材部門で７億８百万円となり、合計で33億８
千５百万円となりました。 
利益面につきましては、営業利益で１億５百万円、経常利益で１億１千２百万円、四半期純利益は５千

７百万円となりました。 
  

  

資産合計は、前会計年度末に比べて0.6％減少し、102億５千２百万円となりました。 
これは、主に長期借入金の返済に伴う現金及び預金の１億７千８百万円減少、投資有価証券の第２四半

期末における市場価額が下落したことに伴う９千万円の減少及び受取手形及び売掛金が２億４千８百万円
増加したことによるものであります。 
負債合計は、前会計年度末に比べて1.9％減少し、29億９千６百万円となりました。 
これは、主に長期借入金の返済７千万円を行ったことによるものであります。 
純資産合計は、前会計年度末に比べて概ね同額の72億９千１百万円となりました。 
これは、主に当四半期累計期間純利益１億９千３百万円の計上、前期期末配当金の支払いによる繰越利

益剰余金７千１百万円の減少、平成20年５月20日にて1株あたり266円、346,000株、総額９千２百万円の
自己株式の取得及び当第2四半期会計期間末のその他有価証券評価差額金が３千８百万円減少したことに
よるものであります。 
営業活動によるキャッシュ・フローは２億２百万円（前年同期１億８千３百万円）、投資活動によるキ

ャッシュ・フローは△１億４千７百万円（前年同期△７千２百万円）、財務活動によるキャッシュ・フロ
ーは△２億３千３百万円（前年同期１億９千６百万円）となり、現金及び現金同等物は、10億８千７百万
円となり、前年同期に比し３億７千３百万円の減少となりました。 

引続き、販売拡大、新製品開発に注力するとともに、総費用の抑制に努め収益力の強化を図る方針で

す。 

  
  

今後の進捗を含め当社の業績は、平成20年７月31日発表の平成21年３月期第１四半期決算短信に記載い
たしました平成21年３月期の業績予想に記載のとおりに概ね進捗しており、発表した業績予想に変更はあ
りません。 
  
  
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
２．経過勘定項目の算定方法 

合理的な算出方法による概算額で計上する方法によっております。 

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前会計年度において使用した将来の業績予測やタック
ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

1．当事業年度より「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
財務諸表等規則」に従い四半期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）を当第１四半期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。 但し、当第２四半期会計期間末において、棚卸資産
の評価における簿価切下げを行った棚卸資産はありません。 
  

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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. 【四半期財務諸表】

（1）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,087,417 1,266,250 

受取手形及び売掛金 3,315,500 3,067,226 

商品 9,864 8,481 

製品 281,500 336,467 

原材料 749,673 740,191 

仕掛品 35,804 39,333 

貯蔵品 4,000 5,994 

その他 219,877 184,774 

貸倒引当金 △2,882 △2,672 

流動資産合計 5,700,756 5,646,047 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 1,228,179 1,268,557 

土地 1,558,607 1,558,607 

その他（純額） 421,448 425,160 

有形固定資産合計 3,208,235 3,252,326 

無形固定資産 19,049 21,648 

投資その他の資産 

投資有価証券 693,918 782,997 

関係会社株式 503,200 484,616 

その他 139,728 149,605 

貸倒引当金 △12,545 △18,746 

投資その他の資産合計 1,324,302 1,398,472 

固定資産合計 4,551,587 4,672,448 

資産合計 10,252,344 10,318,495 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,847,135 1,802,185 

1年内返済予定の長期借入金 140,000 140,000 

未払法人税等 146,484 108,483 

賞与引当金 169,000 145,000 

その他 276,490 365,024 

流動負債合計 2,579,110 2,560,693 

固定負債 

長期借入金 15,000 85,000 

退職給付引当金 78,764 60,889 

その他 288,159 311,914 

固定負債合計 381,924 457,804 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年3月31日) 

負債合計 2,961,034 3,018,498 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,160,418 2,160,418 

資本剰余金 2,584,553 2,584,553 

利益剰余金 2,618,088 2,495,720 

自己株式 △104,245 △11,693 

株主資本合計 7,258,814 7,228,998 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 118,988 157,491 

土地再評価差額金 △86,493 △86,493 

評価・換算差額等合計 32,494 70,998 

純資産合計 7,291,309 7,299,996 

負債純資産合計 10,252,344 10,318,495 
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（2） 【四半期損益計算書】

  【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

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

売上高 7,044,431 

売上原価 5,885,578 

売上総利益 1,158,852 

販売費及び一般管理費 855,768 

営業利益 303,083 

営業外収益 

受取利息 1,248 

受取配当金 22,456 

仕入割引 8,267 

その他 4,565 

営業外収益合計 36,537 

営業外費用 

支払利息 2,770 

売上割引 4,740 

支払手数料 4,345 

その他 541 

営業外費用合計 12,397 

経常利益 327,224 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 6,200 

投資有価証券売却益 7,670 

特別利益合計 13,870 

特別損失 

固定資産除却損 3,728 

その他 176 

特別損失合計 3,905 

税引前四半期純利益 337,189 

法人税、住民税及び事業税 135,000 

法人税等調整額 8,737 

法人税等合計 143,737 

四半期純利益 193,452 
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（3）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(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 

税引前四半期純利益 337,189 

減価償却費 112,068 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,990 

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,874 

受取利息及び受取配当金 △23,704 

支払利息 2,770 

有形固定資産除却損 1,649 

無形固定資産除却損 2,078 

投資有価証券売却損益（△は益） △7,670 

売上債権の増減額（△は増加） △247,918 

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,215 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △37,773 

仕入債務の増減額（△は減少） 45,874 

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,439 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,171 

長期未払金の増減額（△は減少） △1,300 

その他 648 

小計 279,623 

利息及び配当金の受取額 23,704 

利息の支払額 △2,885 

法人税等の支払額 △97,468 

営業活動によるキャッシュ・フロー 202,974 

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 △162,428 

無形固定資産の取得による支出 △1,899 

固定資産の除却による支出 △1,216 

投資有価証券の売却による収入 9,725 

関係会社株式の取得による支出 △1,883 

長期貸付金の回収による収入 1,150 

その他の収入 8,606 

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,945 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △70,000 

配当金の支払額 △71,201 

自己株式の取得による支出 △92,552 

その他の支出 △108 

財務活動によるキャッシュ・フロー △233,862 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 
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（単位：千円） 

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

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △178,833 

現金及び現金同等物の期首残高 1,266,250 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,087,417 
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(単位:千円)

 
※ 平成20年５月20日に大阪証券取引所J-NET市場から92百万円を取得いたしました。 

（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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高 2,160,418 2,584,553 2,495,720 △11,693 7,228,998
当第２四半期会計期間末までの変
動額

  剰余金の配当 △71,083 △71,083

  四半期純利益 193,452 193,452

  自己株式の取得 ※ △92,552 △92,552
当第２四半期会計期間末までの変
動額合計 122,368 △92,552 29,815

当第２四半期会計期間末残高 2,160,418 2,584,553 2,618,088 △104,245 7,258,814
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前四半期に係る財務諸表等（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

（要約）四半期損益計算書 

 
  

「参考資料」

(単位:千円)

科    目

前四半期累計期間

平成20年 3月期

第２四半期

金  額 構成比％

Ⅰ．売上高 7,697,805 100.0 

Ⅱ．売上原価 6,515,729 84.6 

売上総利益 1,182,075

Ⅲ．販売費及び一般管理費 836,802

営業利益 345,273 4.5 

Ⅳ．営業外収益 39,111

Ⅴ．営業外費用 17,769

経常利益 366,614 4.8 

Ⅵ．特別利益 3,109

Ⅶ．特別損失 1,670

税引前四半期純利益 368,053 4.8 

税金費用 164,100

四半期純利益 203,953 2.6 
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(要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前四半期累計期間 

平成20年３月期

第２四半期

Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純利益 368,053

   減 価 償 却 費 100,845

   売上債権の増減額（△は増加） △134,663

   仕入債務の増減額（△は減少） 215,338

   そ   の   他 △150,290

   小        計 399,283

   法人税等の支払額 △233,856

   そ   の   他 17,880

 営業活動によるキャッシュ・フロー 183,306

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 △66,930

   そ   の   他 △5,647

 投資活動によるキャッシュ・フロー △72,577

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 △200,000

   自己株式の処分による収入 532,819

   そ   の   他 △136,760

 財務活動によるキャッシュ・フロー 196,059

Ⅳ.現金及び現金同等物に係る換算差額 -

Ⅴ.現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 306,788

Ⅵ.現金及び現金同等物の期首残高 1,153,651

Ⅶ.現金及び現金同等物の四半期末残高 1,460,439
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