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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 45,203 ― 209 ― 234 ― 267 ―

20年3月期第2四半期 47,462 0.1 △219 ― △140 ― △1,851 ―

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 5.57 ―

20年3月期第2四半期 △38.47 ―

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 68,640 32,297 47.1 671.55
20年3月期 69,174 32,159 46.5 668.45

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  32,297百万円 20年3月期  32,159百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.50 2.50

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 92,000 △4.4 900 ― 790 ― 600 ― 12.47

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２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２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．平成20年５月14日発表の連結業績予想（通期）は修正しておりません。上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。予想には様々な
不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値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。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  50,396,500株 20年3月期  50,396,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,302,637株 20年3月期  2,285,674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  48,103,231株 20年3月期第2四半期  48,128,711株
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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（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）におけるわが国経済は、米国経済を

始めとする世界経済の減速や金融危機の深刻化なども絡み、株価の下落や原材料価格の上昇から、景況感は更に悪

化しつつ推移いたしました。 

住宅市場におきましては、なおマンション等で影響が残りますが、改正建築基準法の影響は下火になり、新築住

宅着工戸数は昨年の大幅減少に対し、前年比増で推移しています。 

また、住宅設備機器市場は、第１四半期連結会計期間の住宅着工戸数減少と従来からのリフォーム需要不振も加

わり、当第２四半期連結累計期間では販売環境が低迷し、厳しい状況が続いております。 

 このような環境のなかで、当社グループは「変革への挑戦」として、これまで大きな成果を上げてきた「生産革

新」に加え、今年度より「販売」・「調達」・「開発・生産」・「業務」の全社横断的な４つの革新活動を推進し

ております。 

商品面では平成20年５月に、主力商品である中級システムキッチン「サンヴァリエ<ピット>」の機能性・デザイ

ン性を大巾に刷新したモデルチェンジを行い上市いたしました。 

また、４つの革新活動により、資材価格の上昇という厳しい環境下でありましたが、固定費を中心にコストダウ

ンに取り組み成果を得ることができました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は売上高452億３百万円、営業利益２億９百万円、経常利益２

億３千４百万円、四半期純利益は２億６千７百万円となりました。 

  

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総資産は、686億４千万円となり、前連結会計年度末比５億３千３百万円の

減少となりました。主たる要因といたしましては、土地の売却による資金の増加が29億４千９百万円発生したこと

から、前連結会計年度末に実施した債権流動化の実施を抑制したことに拠ります。当該土地の売却を含め有形固定

資産の減少額は25億１千４百万円、債権流動化の抑制に伴う未収入金の増加額は29億４千６百万円であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月14日に公表しました連結業績予想に変更はござい

ません。 

 なお、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

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） 

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 

 たな卸資産の簿価切下げに関して、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

   

（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 

①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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②リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月

30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用すること

ができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。 

 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については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引で、これらの会計基準等に基づき所

有権移転外ファイナンス・リース取引と判定されたものについては、従来通り賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理を採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

③たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっており

ましたが、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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

（追加情報）  

 当社の機械装置については、従来、耐用年数を４～13年としておりましたが第１四半期連結会計期間よ

り４～11年に変更いたしました。 

 この変更は減価償却資産の耐用年数等に関する省令の改正を契機として、資産の利用状況等を見直した

結果に伴うものであります。  

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ16百万円減少しておりま

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：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 5,581 6,975

受取手形及び売掛金 25,728 25,077

商品及び製品 1,832 1,795

仕掛品 306 424

原材料及び貯蔵品 1,995 1,532

繰延税金資産 521 603

その他 4,180 1,212

貸倒引当金 △13 △8

流動資産合計 40,134 37,613

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,024 7,223

機械装置及び運搬具（純額） 2,901 3,197

土地 10,096 12,638

その他（純額） 724 406

有形固定資産合計 20,746 23,466

無形固定資産   

ソフトウエア 1,189 1,312

その他 96 91

無形固定資産合計 1,285 1,404

投資その他の資産   

投資有価証券 1,224 1,275

繰延税金資産 1,542 1,565

その他 4,174 4,260

貸倒引当金 △467 △410

投資その他の資産合計 6,473 6,690

固定資産合計 28,506 31,561

資産合計 68,640 69,174
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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 11,799 11,406

短期借入金 5,000 5,000

1年内償還予定の社債 750 330

1年内返済予定の長期借入金 182 352

未払法人税等 126 156

賞与引当金 766 1,000

特別クレーム補償引当金 198 292

その他 2,860 3,313

流動負債合計 21,683 21,851

固定負債   

社債 2,000 2,625

長期借入金 5,157 5,248

退職給付引当金 6,596 6,651

役員退職慰労引当金 8 8

製品保証引当金 588 598

その他 308 32

固定負債合計 14,659 15,163

負債合計 36,343 37,014

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,852 13,852

資本剰余金 12,464 12,464

利益剰余金 6,790 6,523

自己株式 △671 △668

株主資本合計 32,436 32,171

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △56 △17

繰延ヘッジ損益 △82 5

評価・換算差額等合計 △139 △12

純資産合計 32,297 32,159

負債純資産合計 68,640 69,174
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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：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 45,203

売上原価 31,176

売上総利益 14,027

販売費及び一般管理費 13,818

営業利益 209

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 87

その他 174

営業外収益合計 268

営業外費用  

支払利息 130

売上割引 67

その他 44

営業外費用合計 242

経常利益 234

特別利益  

固定資産売却益 506

貸倒引当金戻入額 9

特別利益合計 515

特別損失  

固定資産除却損 202

投資有価証券評価損 2

ゴルフ会員権評価損 5

貸倒引当金繰入額 35

特別損失合計 244

税金等調整前四半期純利益 505

法人税、住民税及び事業税 59

法人税等調整額 177

法人税等合計 237

四半期純利益 267
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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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（４）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） 

全セグメントの売上高の合計、営業損益の合計額及び資産の合計額に占める住宅設備関連事業の割合が、い

ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の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） 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、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） 

海外売上高が、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。  

  

（５）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（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        47,462  100.0

Ⅱ 売上原価        33,177  69.9

売上総利益        14,285  30.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費        14,504  30.6

営業利益       △219 △0.5

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  5            

２．受取配当金  144            

３．賃貸料  35            

４．仕入割引  48            

５．信託受益権償還益  34            

６．その他  71  339  0.7

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  113            

２．支払手数料  46            

３．売上割引  70            

４．その他      29  259  0.5

経常損失        140 △0.3

Ⅵ 特別利益                  

１．貸倒引当金戻入益  49            

２．固定資産売却益  0  49  0.1

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却除却損      108            

２．投資有価証券評価損  8            

３．特別クレーム補償関連費用  660            

４．過年度製品保証引当金繰入損  505            

５．子会社出資金評価損  45            

６．減損損失  154            

７．貸倒引当金繰入額  4  1,486  3.1

税金等調整前中間純損失        1,557 △3.3

法人税、住民税及び事業税  114            

法人税等調整額  160  274  0.6

中間純損失        1,851 △3.9
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（２）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） 

全セグメントの売上高の合計、営業損益の合計額及び資産の合計額に占める住宅設備関連事業の割合が、い

ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

〔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） 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔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。 
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