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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

注１）当社は、平成19年10月２日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。 
注２）当社は、平成20年２月13日付で有償一般募集による新株を500,000株発行しております。  

(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3四半期 6,188 ― 193 ― 237 ― 107 ―

20年3月期第3四半期 8,317 ― 559 ― 566 ― 339 ―

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3四半期 17.66 ―

20年3月期第3四半期 60.62 ―

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3四半期 8,800 5,681 64.6 931.40
20年3月期 9,504 5,752 60.5 942.98

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  5,681百万円 20年3月期  5,752百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 20.00 20.00

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 8,820 △19.5 340 △53.3 390 △42.2 246 △44.6 40.33

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３ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧下さい。  

(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３ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

注１）当社は、平成19年10月２日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。 
注２）当社は、平成20年２月13日付で有償一般募集による新株を500,000株発行しております。  

※業績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ます。 
  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結果となる可能性があります。 
※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」に伴い、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3四半期 6,100,000株 20年3月期 6,100,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 124株 20年3月期 80株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期 6,099,903株 20年3月期第3四半期 5,600,000株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機の影響による世界的な景気減速が国内経済に

も波及し、円高・株安が企業業績を圧迫するとともに雇用環境が悪化するなど、景気は急速に後退局面を迎えており

ます。 

住宅関連業界におきましては、建築基準法厳格化の混乱が収束した後も建築需要は依然として低水準にあり、ま

た、金融不安と信用収縮の影響で不動産市況の悪化が進み、ゼネコン、マンションデベロッパーの破綻が相次ぐ等、

厳しい状況が続きました。 

このような事業環境の中で、当社グループは原材料価格や輸送コストの低減に取り組み、製造体制の効率化、営業

体制の見直し等、収益力、営業力の強化に努めました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百万円、四半期

純利益 百万円となりました。  

なお、事業の品目別の状況は、６．その他の情報に記載のとおりであります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における資産総額は 百万円となり、前連結会計年度末より704百万円減少してお

ります。これは主に受取手形及び売掛金の減少886百万円によるものです。 

負債総額は 百万円となり、前連結会計年度末より633百万円減少しております。これは主に支払手形及び買掛

金の減少283百万円、短期借入金の減少109百万円、未払法人税等の減少106百万円、未払消費税等の減少43百万円に

よるものです。 

純資産につきましては、 百万円となり、前連結会計年度末より70百万円減少しております。これは主として

利益剰余金の減少13百万円、その他有価証券評価差額金の減少36百万円によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は64.6％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は1,172百万円となり、前

連結会計年度末と比較して、25百万円の減少となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は 百万円の増加となりました。主なプラス要因は売上債権の減少額877

百万円、税金等調整前四半期純利益182百万円、減価償却費106百万円等であり、主なマイナス要因は仕入債務の減少

額277百万円、たな卸資産の増加額128百万円、その他の資産の増加額85百万円等であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は224百万円の支出となりました。主なマイナス要因は有形固定資産の取

得による支出163百万円、無形固定資産の取得による支出84百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は264百万円の支出となりました。主なマイナス要因は短期借入金の減少

額106百万円、配当金の支払額121百万円等であります。 

  

  平成21年３月期の通期の業績予想につきましては、昨年の秋以降急速に広がりを見せる世界的な景気後退の影響が

先行きの不透明感を一層強めており、今後の建築需要は依然低調に推移するものと思われます。 

 利益面につきましては、収益改善への取り組み効果が現れておりますが、一方では、米国発の金融危機が急速に深

刻化し、この影響で取引先が民事再生手続開始の申立て等を行ったことに伴い、当第３四半期連結会計期間では、特

別損失として貸倒引当金54百万円を計上いたしております。 

 このように当社グループを取り巻く事業環境と収益状況を踏まえた結果、平成21年３月期の通期連結業績予想につ

きましては、平成20年11月４日に公表いたしました連結業績予想から変更は行っておりません。  

 なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値

と異なる可能性があります。  

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 

6,188 193 237

107

２．連結財政状態に関する定性的情報 

8,800

3,118

5,681

462

３．連結業績予想に関する定性的情報 



  

 該当事項はありません。 

   

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

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） 

（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 

（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 

 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。 



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,341,442 1,367,232

受取手形及び売掛金 2,702,505 3,588,719

商品 8,153 24,584

製品 340,652 219,468

原材料 338,970 338,625

仕掛品 161,419 131,187

貯蔵品 6,920 17,798

繰延税金資産 59,255 59,761

未収入金 96,161 115,860

その他 63,602 15,887

貸倒引当金 △9,960 △8,850

流動資産合計 5,109,125 5,870,274

固定資産   

有形固定資産   

土地 944,770 944,770

その他 1,265,396 1,239,616

有形固定資産合計 2,210,167 2,184,387

無形固定資産   

のれん 45,000 60,000

その他 165,441 89,637

無形固定資産合計 210,441 149,637

投資その他の資産   

投資有価証券 697,673 757,347

関係会社出資金 44,700 44,700

繰延税金資産 287,610 263,166

その他 297,127 237,001

貸倒引当金 △56,626 △1,800

投資その他の資産合計 1,270,484 1,300,415

固定資産合計 3,691,093 3,634,440

資産合計 8,800,219 9,504,715



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,904,909 2,188,698

短期借入金 215,861 325,507

1年内返済予定の長期借入金 2,000 38,336

未払金 241,152 276,776

未払法人税等 21,942 128,319

未払消費税等 16,348 59,625

賞与引当金 44,620 89,043

その他 61,887 40,542

流動負債合計 2,508,721 3,146,850

固定負債   

退職給付引当金 274,612 270,313

長期未払金 335,452 335,452

固定負債合計 610,064 605,765

負債合計 3,118,785 3,752,616

純資産の部   

株主資本   

資本金 866,000 866,000

資本剰余金 691,000 691,000

利益剰余金 4,127,799 4,141,020

自己株式 △70 △48

株主資本合計 5,684,729 5,697,972

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46,287 △10,226

繰延ヘッジ損益 △982 △1,794

為替換算調整勘定 43,973 66,147

評価・換算差額等合計 △3,295 54,126

純資産合計 5,681,433 5,752,099

負債純資産合計 8,800,219 9,504,715



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,188,194

売上原価 4,384,164

売上総利益 1,804,030

販売費及び一般管理費 1,610,247

営業利益 193,783

営業外収益  

受取利息 2,986

受取配当金 20,414

受取賃貸料 8,361

為替差益 15,760

その他 5,670

営業外収益合計 53,194

営業外費用  

支払利息 6,595

その他 2,428

営業外費用合計 9,023

経常利益 237,954

特別利益  

固定資産売却益 5,021

特別利益合計 5,021

特別損失  

固定資産除却損 32

投資有価証券売却損 5,158

貸倒引当金繰入額 54,826

特別損失合計 60,016

税金等調整前四半期純利益 182,958

法人税等 75,245

四半期純利益 107,712



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,118,387

売上原価 1,465,142

売上総利益 653,245

販売費及び一般管理費 486,834

営業利益 166,410

営業外収益  

受取利息 1,554

受取配当金 1,879

受取賃貸料 2,895

その他 2,820

営業外収益合計 9,150

営業外費用  

支払利息 1,307

為替差損 9,233

その他 341

営業外費用合計 10,882

経常利益 164,678

特別利益  

投資有価証券評価損戻入額 3,591

特別利益合計 3,591

特別損失  

投資有価証券売却損 5,158

貸倒引当金繰入額 54,826

特別損失合計 59,984

税金等調整前四半期純利益 108,285

法人税等 31,443

四半期純利益 76,842



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 182,958

減価償却費 106,271

のれん償却額 15,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 55,935

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,298

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,423

受取利息及び受取配当金 △23,401

支払利息 6,595

為替差損益（△は益） △4,876

有形固定資産除却損 32

有形固定資産売却損益（△は益） △5,021

投資有価証券売却損益（△は益） 5,158

売上債権の増減額（△は増加） 877,148

たな卸資産の増減額（△は増加） △128,433

仕入債務の増減額（△は減少） △277,139

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,738

その他の資産の増減額（△は増加） △85,814

その他の負債の増減額（△は減少） △13,869

小計 627,682

利息及び配当金の受取額 22,910

利息の支払額 △6,735

法人税等の支払額 △181,555

営業活動によるキャッシュ・フロー 462,302

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の売却による収入 28,952

投資有価証券の取得による支出 △7,746

投資有価証券の売却による収入 1,758

有形固定資産の取得による支出 △163,975

無形固定資産の取得による支出 △84,031

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 431

投資活動によるキャッシュ・フロー △224,611

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） △106,271

長期借入金の返済による支出 △36,336

自己株式の取得による支出 △22

配当金の支払額 △121,998

財務活動によるキャッシュ・フロー △264,627

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,789

現金及び現金同等物の期首残高 1,197,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,172,042



 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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 当連結グループは内装システム部材事業の専門メーカーとして、同一セグメントに属する室内ドア及び収納

ボックス等の製造、加工、販売を行っており、当該事業以外に事業種類がないため当該事項はありません。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

 （注）１．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） 

 「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３四半期連結累計期間の営業利益

が、日本で6,741千円減少しております。 

  

  

  

第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

 （注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本
（千円） 

中国
（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  5,702,618  485,576  6,188,194             －  6,188,194

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
            －  131,010  131,010 (131,010)            －

 計  5,702,618  616,587  6,319,205 (131,010)  6,188,194

 営業利益（営業損失）  211,804 (20,483)  191,320  2,462  193,783

〔海外売上高〕 

  中国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  485,576  485,576

Ⅱ 連結売上高（千円）    6,188,194

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  7.8  7.8

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  8,317,728

Ⅱ 売上原価  5,731,903

売上総利益  2,585,825

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,026,680

営業利益  559,144

Ⅳ 営業外収益  36,331

 １．受取利息  1,368

 ２．受取配当金  23,159

 ３．受取賃貸料  7,219

 ４．その他  4,584

Ⅴ 営業外費用  28,872

 １．支払利息  8,172

 ２．為替差損  11,789

 ３．株式上場関連費用  8,226

 ４．その他  685

経常利益  566,604

Ⅵ 特別利益  500

 １．貸倒引当金戻入益  500

Ⅶ 特別損失  6,277

 １．会員権評価損  232

 ２．投資有価証券評価損  5,445

 ３．その他  599

税金等調整前四半期純利益  560,826

税金費用  221,358

四半期純利益  339,468



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  
前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 税金等調整前四半期（当
期）純利益  560,826

 減価償却費  99,203

 のれん償却額  14,998

 貸倒引当金の減少額 △370

 退職給付引当金の増加額  13,611

 賞与引当金の減少額 △25,741

 支払利息  8,172

 売上債権の増加額 △1,049,889

 たな卸資産の増加額 △245,709

 仕入債務の増加額（減少
額）  926,873

 その他の資産の増加額 △61,783

 その他の負債の増加額  214,754

 その他（純額）  881

小計  455,826

 利息及び配当金の受取額  24,528

 利息の支払額 △8,396

 法人税等の支払額 △318,254

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  153,704

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 

△140,375

 無形固定資産の取得によ
る支出 

△11,513

 投資有価証券の取得によ
る支出 

△5,876

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△157,764

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  61,033

 長期借入金の返済による
支出 

△22,257

 親会社による配当金の支
払額 

△70,000

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△31,223



  

  
前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△2,868

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△38,151

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  640,393

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び
現金同等物の期首残高  236,753

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末
残高  838,994



前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

当社及び連結子会社の事業は、内装システム部材事業という単一セグメントであります。従いまして、開示

対象となるセグメントはありませんので、記載は省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメントの記

載を省略しております。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  



 当第３四半期連結累計期間の生産実績を示すと次のとおりであります。 

 当社企業グループは、内装システム部材事業という単一事業部門であるため品目別に記載しております。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報 

【生産受注及び販売の状況】 

（１）生産実績 

品目の名称 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

金額（千円）

室内ドア  4,365,962

収納ボックス  549,960

化粧造作材  257,450

その他  688,938

合計  5,862,312

（２）受注実績 

 当第３四半期連結累計期間における受注状況を示すと次のとおりであります。 

 当社企業グループは、内装システム部材事業という単一事業部門であるため品目別に記載しております。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

品目の名称 受注高（千円） 受注残高（千円）

室内ドア  4,896,311  3,037,656

収納ボックス  289,449  426,868

化粧造作材  232,875  154,253

その他  467,063  155,618

合計  5,885,698  3,774,395



（３）販売実績 

 当第３四半期連結累計期間の販売実績を示すと次のとおりであります。 

 当社企業グループは、内装システム部材事業という単一事業部門であるため品目別に記載しております。 

 （注）１．当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す

る割合は次のとおりであります。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

品目の名称 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

金額（千円）

室内ドア  4,696,950

収納ボックス  528,947

化粧造作材  298,961

その他  663,336

合計  6,188,194

相手先 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

金額（千円） 割合（％） 

大和ハウス工業㈱  1,279,912  20.7

㈱穴吹工務店  1,156,439  18.7




