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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 3,327 ― 345 ― 356 ― 202 ―
20年3月期第2四半期 3,564 38.8 652 ― 655 ― 388 ―

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 13.79 ―
20年3月期第2四半期 26.07 ―

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 7,310 3,364 46.0 229.06
20年3月期 7,261 3,235 44.6 220.23

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,364百万円 20年3月期  3,235百万円

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 ― 4.00 4.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 4.00

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 7,220 △0.1 675 △38.7 720 △34.7 405 △34.5 27.57

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） 

(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、その他の特記事項 
１．上記の予想は、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、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場合がありま
す。なお、上記予想に関する事項は、３ページ[定性的情報・財務諸表]３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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。  

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  15,000,000株 20年3月期  15,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  310,722株 20年3月期  309,610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  14,689,916株 20年3月期第2四半期  14,893,619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２四半期連結会計期間における我が国経済は、サブプライム住宅ローンに端を発した世界的な金融市場の混乱

や、原油や原材料価格の高騰による諸物価の上昇により個人消費が伸び悩み、企業収益の落ち込みで設備投資も低迷

するなど、景気は明らかに減速感が高まるなか推移いたしました。 

 当社グループの主要取引先であります合板・木工・住宅建材業界では、住宅着工件数の減少、設備投資意欲の減退

などの先行き不透明感による設備投資の先延ばしなど、需要は明らかに落ち込みました。しかしながらこのなかにお

いてロシア国内の機械設備投資意欲が活発で、ロシア向けの輸出が当社グループの重要な位置を占めつつあります。

 このような状況のもと、当第２四半期連結会計期間の当社グループの売上高は2,196百万円となりました。 

  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

   ①合板機械事業 

     合板機械部門は、先行きは不透明なものの、国外販売の好調さにより売上高は1,758百万円となりました。 

     営業利益につきましては、順調に売上を確保し、さらに原価及び工程管理をきめ細かく実施し、コスト削減 

   に努めた結果、296百万円となりました。 

   ②木工機械事業 

     木工機械部門は、業界全体における極端な需要の減少により、売上高は222百万円となりました。 

     営業利益につきましては、予定の売上が確保できず、販売努力及び社内合理化には努めたものの、53百万円 

   の営業損失となりました。         

   ③住宅建材事業  

    住宅建設資材部門は、主力商品であるツーバイフォーパネルが、季節により多少の変動はあるものの着実にシ

ェアーを増やしつつありますが、住宅着工の極端な減少がマイナス要因となっており、売上高は215百万となりま

した。  

  営業利益につきましては、売上高の低下に加え、材料費の比率が高く、木材・合板価格の変動により利益率が 

左右されやすいものの、コスト削減に努めた結果、７百万円となっております。  

 

  利益につきましては、景気の減速感があるなか、グループ各社ともに、国内・国外営業が一体となって営業活 

動を進め、製造部門においては、原価及び工程管理をきめ細かく実施し、コスト削減に努めた結果、当社グルー 

プの営業利益は229百万円、経常利益は231百万円、第２四半期純利益は125百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末の資産合計は7,310百万円となり、前連結会計年度末と比較して48百万円増加となりました。これ

は主に、棚卸資産297百万円及び売掛金264百万円の増加と、受取手形の減少558百万円などによるものであります。 

 負債合計は3,945百万円となり、前連結会計年度末と比較して80百万円の減少となりました。これは主に、法人税

等の支払いによる未払法人税等の減少257百万円、短期借入金100百万円と支払手形及び買掛金223百万円が増加した

ことなどによるものであります。 

 純資産合計は3,364百万円となり、前連結会計年度末と比較して129百万円の増加となりました。これは主に、繰越

利益剰余金の増加147百万円と有価証券評価差額金の減少14百万円によるものであります。 

 上記の結果、自己資本比率は46.0％になり、前連結会計年度末と比較して1.4％の増加となりました。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

   当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、1,876百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー) 

   営業活動の結果、得られた資金は104百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上と、

たな卸資産の減少、売上債権の増加及び仕入債務の増加など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100百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得などによるもので

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、９百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加、長期借入金の返

済及び配当金の支払などによるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間におきましては、米国発の金融危機で世界的景気後退が顕著に現れました。そうした状況

下、第２四半期連結業績は売上高については当初の予想に反し減少いたしました。しかしながら生産性向上、経費削

減等原価低減に努めた結果、営業利益、経常利益、四半期純利益共当初予想を上回る見込みとなりました。 

 通期業績予想につきましては、世界同時株安、円高等が実体経済へ波及する恐れなど景気の不透明感が増しており

厳しい経営環境が続くとは思われますが、第３四半期以後の生産計画及び受注見込み等により、当初の予想を上回る

見込みとなりました。 

 以上のような見込み、最近の業績動向等を踏まえた結果、平成20年11月７日付で通期の連結業績予想の修正を行い

ました。なお、平成20年５月23日に公表しました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりです。 

  

平成21年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

  

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 

 該当事項はありません。 

  

（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」従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別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、主として個別法による原価法（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）により算定しております。     

 これにより、当第２四半期連結累計期間における営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、そ

れぞれ82,104千円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該個所に記載しております。

  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

 前回発表予想（A) 7,100 460 480 265 18.04 

 今回修正予想（B) 7,220 675 720 405 27.57 

 増減額 （B-A) 120 215 240 140 － 

 増減率 (%） 1.7 46.7 50.0 52.8 － 

(参考)前期(平成20年

３月)実績 
7,224 1,101 1,103 618 41.81 
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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 2,036,984 2,052,146

受取手形及び売掛金 ※2  1,601,235 ※2  1,895,225

有価証券 199,280 199,280

製品 612,905 314,839

原材料 234,997 196,450

仕掛品 611,761 651,034

繰延税金資産 44,722 55,325

その他 143,475 89,885

貸倒引当金 △21,307 △7,267

流動資産合計 5,464,055 5,446,920

固定資産   

有形固定資産 ※1  1,305,916 ※1  1,239,283

無形固定資産 38,919 45,803

投資その他の資産 501,194 529,274

固定資産合計 1,846,030 1,814,361

資産合計 7,310,086 7,261,281

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,556,671 1,343,535

短期借入金 1,150,000 1,050,000

未払費用 153,092 89,799

未払法人税等 149,159 407,140

賞与引当金 71,622 49,880

その他 341,279 501,354

流動負債合計 3,421,825 3,441,709

固定負債   

長期借入金 50,000 100,000

退職給付引当金 176,712 180,255

役員退職慰労引当金 41,734 36,512

繰延税金負債 255,114 267,554

固定負債合計 523,561 584,322

負債合計 3,945,386 4,026,032
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 77,201 77,201

利益剰余金 2,583,193 2,439,442

自己株式 △54,570 △54,409

株主資本合計 3,355,824 3,212,234

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,875 23,015

評価・換算差額等合計 8,875 23,015

純資産合計 3,364,699 3,235,249

負債純資産合計 7,310,086 7,261,281
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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：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 3,327,268

売上原価 2,551,958

売上総利益 775,309

販売費及び一般管理費 ※  430,051

営業利益 345,257

営業外収益  

受取利息 3,165

受取配当金 4,767

デリバティブ評価益 4,982

鉄屑売却収入 4,410

その他 4,949

営業外収益合計 22,276

営業外費用  

支払利息 10,723

その他 105

営業外費用合計 10,829

経常利益 356,704

特別損失  

固定資産除売却損 321

特別損失合計 321

税金等調整前四半期純利益 356,382

法人税、住民税及び事業税 145,599

法人税等調整額 8,271

法人税等合計 153,870

四半期純利益 202,512
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（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 2,196,036

売上原価 1,717,002

売上総利益 479,033

販売費及び一般管理費 ※  249,635

営業利益 229,398

営業外収益  

受取利息 2,668

受取配当金 2,240

鉄屑売却収入 2,894

その他 3,571

営業外収益合計 11,374

営業外費用  

支払利息 5,680

デリバティブ評価損 3,284

その他 24

営業外費用合計 8,989

経常利益 231,783

特別損失  

固定資産除売却損 237

特別損失合計 237

税金等調整前四半期純利益 231,546

法人税、住民税及び事業税 104,793

法人税等調整額 1,719

法人税等合計 106,512

四半期純利益 125,033
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（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 356,382

減価償却費 40,820

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,133

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,742

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,543

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,222

受取利息及び受取配当金 △7,932

デリバティブ評価損益（△は益） △4,982

支払利息 10,723

有形固定資産除売却損益（△は益） 321

売上債権の増減額（△は増加） 293,989

たな卸資産の増減額（△は増加） △297,196

仕入債務の増減額（△は減少） 213,135

前受金の増減額（△は減少） △122,570

その他 6,098

小計 512,645

利息及び配当金の受取額 7,932

利息の支払額 △9,081

法人税等の支払額 △407,228

営業活動によるキャッシュ・フロー 104,268

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △90,000

定期預金の払戻による収入 100,000

投資有価証券の取得による支出 △215

無形固定資産の取得による支出 △5,511

有形固定資産の取得による支出 △104,621

その他 47

投資活動によるキャッシュ・フロー △100,300

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △50,000

自己株式の取得による支出 △160

配当金の支払額 △58,967

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,161

現金及び現金同等物の期首残高 1,882,146

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,876,984
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 
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（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） 

(注）１.事業区分の方法 

   事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２.各事業区分の主要製品は次のとおりであります。 

   (1）合板機械事業・・・合板機械の製造販売 

   (2）木工機械事業・・・木工機械の製造販売 

   (3）住宅建材事業・・・住宅建材の製造販売 

   ３.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） 

      [定性的情報・財務諸表等]４．その他に記載のとおり、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、

合板機械事業で12,938千円、木工機械事業で69,166千円、それぞれ減少しており、住宅建材事業に

ついては影響ありません。  

〔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） 

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。  

  

〔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） 

     （注）１．国又は地域区分は、地理的近接度によっております。 

        ２．各区分に属する主な国又は地域 

         （1）東南アジア・・・マレーシア、インドネシア、フィリピン、シンガポール 

         （2）北米   ・・・アメリカ合衆国 

        ３. 海外売上高は、本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

               ４. 当第２四半期連結累計期間において、ロシア向けの売上高が、連結売上高の10％を超えたため、新

たに区分掲記しております。     

 なお、第１四半期連結累計期間におけるロシア向けの売上高11,848千円は、その他の区分に含めて

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。 

 
合板機械事業 
（千円） 

木工機械事業 
（千円） 

住宅建材事業 
（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 

 (2）セグメント 

  間の内部売上 

  

2,564,142 

  

110 

  

295,031 

  

58,125 

  

468,093 

  

－ 

  

3,327,268 

  

58,235 

  

－ 

  

△58,235 

  

3,327,268 

  

－ 

計 2,564,253 353,157 468,093 3,385,504 △58,235 3,327,268 

営業利益 448,367 △105,039 39,828 383,156 △37,899 345,257 

  東南アジア 北米 ロシア  その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,013,668 3,477 873,112 90,653 1,980,910 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 3,327,268 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
30.5 0.1 26.2 2.7 59.5 
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６．その他の情報 

  

  

「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   3,564,276 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,518,107 70.6 

売上総利益   1,046,168 29.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   393,757 11.1 

  営業利益   652,411 18.3 

Ⅳ 営業外収益       

 １．受取利息 2,990     

 ２．受取配当金 3,306     

 ３．鉄屑売却収入 2,116     

 ４．その他 4,118 12,531 0.4 

Ⅴ 営業外費用       

 １．支払利息 9,055     

 ２．その他 261 9,316 0.3 

経常利益   655,626 18.4 

Ⅵ 特別損失       

 １．固定資産除却損 4,585 4,585 0.1 

税金等調整前中間純利益   651,040 18.3 

法人税、住民税及び事業税 269,743     

法人税等調整額  △6,966 262,777 7.4 

中間純利益   388,263 10.9 

       

11



（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 651,040 

減価償却費  34,688 

賞与引当金の増加額（△減少額） △3,390 

退職給付引当金の増加額（△減少額）  △15,686 

役員退職引当金増加額（△減少額）  4,201 

貸倒引当金の増加額（△減少額） △262 

受取利息及び受取配当金 △6,296 

支払利息  9,055 

固定資産除却損  4,585 

売上債権の減少額（△増加額）  △1,084,822 

たな卸資産の減少額（△増加額）  △574,074 

未収消費税等の減少額（△増加額）  △9,840 

その他流動資産の減少額（△増加額）  11,883 

その他固定資産の減少額（△増加額）  1,808 

仕入債務の増加額（△減少額）  356,189 

未払消費税等の増加額（△減少額）  △26,021 

前受金の増加額（△減少額）  435,442 

未払費用の増加額（△減少額）  225 

その他流動負債の増加額（△減少額）  △5,508 

     小計 △216,780 

利息及び配当金の受取額  6,296 

利息の支払額  △8,046 

法人税等の支払額 △88,797 

営業活動によるキャッシュ・フロー △307,327 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入れによる支出  △100,000 

有形固定資産の取得による支出  △60,142 

無形固定資産の取得による支出  △6,444 

投資有価証券の取得による支出  △40,814 

貸付金の貸付による支出  △20,000 

その他  △3,114 

投資活動によるキャッシュ・フロー △230,515 

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 △50,000 

自己株式の購入による支出  △50,975 

配当金の支払額  △43,991 

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,966 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △682,810 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,231,407 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,548,597 
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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） 

      （注）１．事業区分の方法 

       事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２．各事業区分の主要製品は次の通りであります。 

      ①合板機械事業・・・・・・合板機械の製造販売 

      ②木工機械事業・・・・・・木工機械の製造販売 

            ③住宅建材事業・・・・・・住宅建材の製造販売 

    ３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、35,208千円であり、 

     主として本社管理経費等であります。 

〔所在地別セグメント情報〕 

   前年同四半期（平成20年３月期 第２四半期）在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりませ

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） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２．各区分に属する主な国又は地域 

     ①東南アジア・・・・・・・マレーシア、インドネシア、フィリピン、シンガポール 

     ②北米・・・・・・・・・・アメリカ合衆国、カナダ 

     ③その他・・・・・・・・・ロシア、スウェーデン、他 

 
合板機械事業 
（千円） 

木工機械事業
（千円） 

住宅建材事業
（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 2,450,488 459,358 654,429 3,564,276 － 3,564,276 

(2）セグメント間の内部売上 98 37,664 － 37,762 △37,762 － 

計 2,450,586 497,022 654,429 3,602,039 △37,762 3,564,276 

  営  業  費  用  1,820,860 482,555 611,003 2,914,419 △2,554 2,911,865 

  営  業  利  益 629,726 14,467 43,426 687,620 △35,208 652,411 

  東南アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 611,975 6,320 99,469 717,764 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 3,564,276 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
17.1 0.2 2.8 20.1 
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