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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 19,302 △5.9 △620 ― △583 ― △399 ―

20年3月期第2四半期 20,502 7.1 △243 ― △209 ― △160 ―

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 △74.33 ―

20年3月期第2四半期 △29.86 ―

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 20,827 6,583 31.6 1,226.22
20年3月期 25,781 7,077 27.5 1,317.24

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,583百万円 20年3月期  7,077百万円

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 ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 15.00

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  

平成20年８月11日に発表の業績予想を修正し、平成20年11月７日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を開示しております。  

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 44,000 △4.4 △159 ― △101 ― △164 ― △30.54

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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。  

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。  

(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 有

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  5,374,000株 20年3月期  5,374,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,745株 20年3月期  1,364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  5,371,283株 20年3月期第2四半期  5,372,636株

※ 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８月11日に発表の業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成20年11月７日に開示しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ
い。 
２．上記の資料及び本資料に記載されている業績見通し等の記述は、作成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、実際の業績等は様々な要因に
より大きく異なる可能性があります。 
３．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。  
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（参考）平成21年３月期第２四半期（３か月）の業績（平成20年７月１日～平成20年９月30日） 

（百万円未満切捨て）

（1） 経営成績（３か月） 

   

  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  10,199  △152  △154  △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 △24  90 ―  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間におけるわが国の経済は、企業収益の減少により設備投資は弱含み、また輸出は緩やかに減

少し、個人消費はおおむね横ばいとなっているものの足下で弱い動きもみられ、全体的に停滞基調で推移しました。

住宅・建設関連業界におきましては、分譲住宅の着工は弱含み、持家及び貸家の着工はおおむね横ばい、また公共

投資は総じて低調に推移しており、依然として厳しい状況が続きました。 

このような状況の中、当第２四半期会計期間における売上高は、101億99百万円（前年同期比10.3％減）となりま

した。（以下、前年同期比の増減額及び増減率の数値は、参考情報として記載しております。） 

売上総利益は、売上高の減少に伴い、前年同期比１億57百万円減少し、15億３百万円となりました。営業損益は、

販売費及び一般管理費が前年同期比２億21百万円減少したことにより、１億52百万円の営業損失（前年同期は２億16

百万円の営業損失）となりました。 

販売費及び一般管理費の減少の主な要因は、前第２四半期会計期間に東京と大阪の２会場で開催した展示商談会エ

スタが、第１四半期会計期間に東京会場、当第２四半期会計期間に大阪会場と分けて開催したため、広告宣伝費等が

減少したこと等によるものであります。 

経常損益は、営業外収益が前年同期比20百万円減少したことにより１億54百万円の経常損失となり、四半期純損益

は、１億33百万円の純損失となりました。 

なお、平成21年３月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期第１四半期決算

短信（平成20年８月11日開示）をご参照ください。  

当第２四半期会計期間における事業区分別の商品区分別売上高は次のとおりであります。 

① ルート事業（住宅用資材・ビル用資材・その他）   

住宅用資材は、前年同期比で建具商品が11.0％減、マンション住宅商品が18.8％減、インテリア商品が7.4％減、

建設副資材が17.9％減となり、売上高は６億46百万円減少の36億41百万円（前年同期比15.1％減）と低調に推移しま

した。 

ビル用資材は、前年同期比でビル用商品が12.0％減、福祉商品が11.6％減、景観商品が11.3％減となり、売上高は

４億63百万円減少の34億64百万円（前年同期比11.8％減）となりました。 

この結果、ルート事業全体の売上高は11億66百万円減少の73億14百万円（前年同期比13.8％減）となりました。 

② 建材事業（住宅用資材・ビル用資材・ＯＥＭ関連資材・その他）   

住宅用資材は、前年同期比で建具商品が24.7％減、マンション住宅商品が9.6％減、インテリア商品が7.7％増、建

設副資材が33.4％減となり、売上高は１億41百万円減少の７億97百万円（前年同期比15.1％減）と低調に推移しまし

た。 

ビル用資材は、前年同期比でビル用商品が14.3％増、福祉商品が4.3％減、景観商品が29.5％増となり、売上高は

１億31百万円増加の10億25百万円（前年同期比14.7％増）と好調に推移しました。 

ＯＥＭ関連資材は、錠前及び排煙金物等建具関連商品が需要低迷によるメーカー生産調整等の影響で減少し、前年

同期比4.4％減少の３億31百万円となりました。 

この結果、建材事業全体の売上高は16百万円減少の23億35百万円（前年同期比0.7％減）となりました。 

③ ＤＩＹ事業（ＤＩＹ商品）  

ホームセンター及びディスカウント・ストア等の一部の主力得意先において、店舗閉鎖や売り場縮小による定番商

品のリピート受注の減少等がありましたが、新規店及び改装店への導入及び西日本地区における家電量販店への新規

提案商品の導入がありました。 

この結果、ＤＩＹ事業の売上高は５億49百万円（前年同期比2.9％増）となりました。  

  

商品区分 ルート事業 建材事業 ＤＩＹ事業 計 構成比

住宅用資材（千円）  3,641,987  797,101  ―  4,439,089 ％ 43.5

ビル用資材（千円）  3,464,658  1,025,869  ―  4,490,527 ％ 44.0

ＤＩＹ商品（千円）  ―  ―  549,239  549,239 ％ 5.4

ＯＥＭ関連資材（千円）  ―  331,522  ―  331,522 ％ 3.3

その他（千円）  207,895  181,342  ―  389,237 ％ 3.8

合計（千円）  7,314,540  2,335,835  549,239  10,199,615 ％ 100.0
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２．財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末の総資産は208億27百万円となり、前事業年度末比49億53百万円減少いたしました。これ

は、主に流動資産のうち受取手形及び売掛金が48億63百万円、現金及び預金が４億12百万円減少したこと、及び繰延

税金資産が１億61百万円、商品が１億６百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。 

 また、純資産は65億83百万円となり、前事業年度末比４億93百万円減少しております。これは主に、剰余金処分に

よる株主配当金の支払80百万円、当第２四半期累計純損失３億99百万円、及びその他有価証券評価差額金の減少11百

万円によるものであります。自己資本比率は前事業年度末比4.1ポイント上昇し、31.6％となりました。 

当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末より４億12百万円減少

し、６億18百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は、86百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額47億63百万円、減価償却

費１億51百万円、貸倒引当金の増加額１億11百万円等の資金増加に対し、仕入債務の減少額38億９百万円、税引前四

半期純損失５億87百万円、法人税等の支払額２億51百万円、たな卸資産の増加１億６百万円等の資金減少があったこ

とによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、68百万円となりました。これは主に、有形固定資産、及び無形固定資産の取得に

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、４億31百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出３億49百

万円、配当金の支払額80百万円によるものであります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期における業績の進捗状況等を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年８月11日に発表しま

した平成21年３月期通期の業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、平成20年11月７日付で開示しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
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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 

１．簡便な会計処理 

① たな卸資産の評価方法 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、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。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（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 

① 会計基準の適用等 

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。これによる損益に与える影響はありません。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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、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基づく簿価切下げの方

法）により算出しております。これによる損益に与える影響はありません。 

③ 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日以降開始する事業年度に係る四半期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。これによ

る損益に与える影響はありません。なお、平成20年３月31日以前に取引を開始した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によっております。  
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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 848,076 1,261,057

受取手形及び売掛金 11,140,366 16,003,524

商品 1,746,272 1,640,032

未収入金 750,889 668,401

繰延税金資産 308,161 146,549

その他 56,498 32,210

貸倒引当金 △45,000 △40,000

流動資産合計 14,805,265 19,711,776

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,500,235 1,538,697

土地 1,946,253 1,946,253

その他（純額） 431,544 433,019

有形固定資産合計 3,878,034 3,917,970

無形固定資産   

ソフトウエア 142,979 183,260

その他 14,436 9,311

無形固定資産合計 157,415 192,571

投資その他の資産   

投資有価証券 674,283 710,973

破産更生債権等 373,930 275,654

繰延税金資産 273,555 219,353

その他 998,036 980,129

貸倒引当金 △332,840 △227,372

投資その他の資産合計 1,986,966 1,958,738

固定資産合計 6,022,415 6,069,281

資産合計 20,827,681 25,781,057
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,713,398 15,513,260

1年内返済予定の長期借入金 629,240 567,240

未払法人税等 22,113 263,378

役員賞与引当金 11,000 16,000

その他 588,989 658,396

流動負債合計 12,964,741 17,018,276

固定負債   

長期借入金 493,964 905,784

退職給付引当金 339,321 345,835

役員退職慰労引当金 367,300 361,950

その他 78,456 72,163

固定負債合計 1,279,041 1,685,732

負債合計 14,243,783 18,704,009

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,240 697,240

資本剰余金 409,450 409,450

利益剰余金 5,496,453 5,976,541

自己株式 △2,384 △1,128

株主資本合計 6,600,759 7,082,103

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,861 △5,055

評価・換算差額等合計 △16,861 △5,055

純資産合計 6,583,898 7,077,048

負債純資産合計 20,827,681 25,781,057
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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 19,302,538

売上原価 16,460,331

売上総利益 2,842,206

販売費及び一般管理費 3,462,690

営業損失（△） △620,483

営業外収益  

受取利息 3,870

受取配当金 4,376

仕入割引 39,294

デリバティブ評価益 16,987

雑収入 24,411

営業外収益合計 88,940

営業外費用  

支払利息 15,233

投資事業組合運用損 12,006

手形売却損 18,480

雑損失 6,581

営業外費用合計 52,301

経常損失（△） △583,844

特別損失  

固定資産除却損 1,262

投資有価証券評価損 2,820

特別損失合計 4,083

税引前四半期純損失（△） △587,927

法人税、住民税及び事業税 15,944

法人税等調整額 △204,599

法人税等合計 △188,655

四半期純損失（△） △399,272
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第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) 

売上高 10,199,615

売上原価 8,696,428

売上総利益 1,503,186

販売費及び一般管理費 1,655,732

営業損失（△） △152,545

営業外収益  

受取利息 1,472

受取配当金 1,096

仕入割引 19,093

受取保険金 7,000

雑収入 1,328

営業外収益合計 29,992

営業外費用  

支払利息 7,924

投資事業組合運用損 12,006

手形売却損 9,145

雑損失 3,108

営業外費用合計 32,185

経常損失（△） △154,738

特別利益  

貸倒引当金戻入額 △11,289

特別利益合計 △11,289

特別損失  

固定資産除却損 423

投資有価証券評価損 2,820

特別損失合計 3,244

税引前四半期純損失（△） △169,271

法人税、住民税及び事業税 7,989

法人税等調整額 △43,550

法人税等合計 △35,560

四半期純損失（△） △133,711
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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  

税引前四半期純損失（△） △587,927

減価償却費 151,965

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,514

貸倒引当金の増減額（△は減少） 111,602

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,350

受取利息及び受取配当金 △8,247

支払利息 15,233

為替差損益（△は益） △1,032

投資有価証券評価損益（△は益） 2,820

固定資産除却損 1,262

デリバティブ評価損益（△は益） △16,987

売上債権の増減額（△は増加） 4,763,747

たな卸資産の増減額（△は増加） △106,240

仕入債務の増減額（△は減少） △3,809,992

その他 △165,108

小計 344,930

利息及び配当金の受取額 7,857

利息の支払額 △14,940

法人税等の支払額 △251,180

営業活動によるキャッシュ・フロー 86,667

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 △50,497

無形固定資産の取得による支出 △16,171

投資有価証券の取得による支出 △3,310

貸付金の回収による収入 10,700

その他 △9,509

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,789

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 △349,820

自己株式の売却による収入 1,246

自己株式の取得による支出 △2,728

配当金の支払額 △80,589

財務活動によるキャッシュ・フロー △431,891

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △412,981

現金及び現金同等物の期首残高 1,031,057

現金及び現金同等物の四半期末残高 618,076
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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。 

  

（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）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）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（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        20,502,096  100.0

Ⅱ 売上原価        17,457,081  85.1

売上総利益        3,045,015  14.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        3,288,496  16.0

営業損失       △243,481 △1.1

Ⅳ 営業外収益        83,698  0.4

Ⅴ 営業外費用        49,449  0.3

経常損失       △209,231 △1.0

Ⅵ 特別利益        16,587  0.1

Ⅶ 特別損失        1,436  0.0

税引前中間純損失       △194,080 △0.9

法人税、住民税及び事業税  15,291            

法人税等調整額  △48,937 △33,646 △0.1

中間純損失       △160,434 △0.8
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間

（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  

税引前中間純損失 △194,080

減価償却費  157,954

投資事業有限責任組合投資損失  3,892

退職給付引当金の増加額  475

貸倒引当金の減少額 △16,587

役員賞与引当金の減少額 △13,000

役員退職慰労引当金の増加額  5,075

受取利息及び受取配当金 △13,109

支払利息  14,205

為替差損  208

固定資産除却損  1,436

デリバティブ評価損  10,331

その他損益調整  12,532

売上債権の減少額  4,037,007

たな卸資産の増加額 △211,212

未収入金の減少額  105,960

その他流動資産の増加額 △35,425

仕入債務の減少額 △3,204,850

その他流動負債の減少額 △30,510

その他固定負債の減少額 △2,945

未払消費税等の減少額 △20,474

小 計  606,882

利息及び配当金の受取額  13,109

利息の支払額 △13,867

法人税等の支払額 △376,443

営業活動によるキャッシュ・フロー  229,680

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 △89,731

無形固定資産の取得による支出 △24,760

投資有価証券の取得による支出 △53,649

貸付による支出  △3,500

貸付金の回収による収入  10,930

その他投資取得による支出 △31,487

その他投資回収による収入  56,372

投資活動によるキャッシュ・フロー △135,827

Ⅲ 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 △457,700

配当金の支払額 △80,589

財務活動によるキャッシュ・フロー △538,289

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △208

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △444,643

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  774,619

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  329,975
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