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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） 

 

(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 5,631 9.1 518 △37.5 517 △37.9 288 △42.0
20年3月期第3四半期 5,161 37.5 829 ― 833 ― 497 ―

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 19.71 ―
20年3月期第3四半期 33.87 ―

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 6,634 3,380 51.0 236.60
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3四半期  3,380百万円 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3四半期  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3四半期  712,117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3四半期  14,644,285株 20年3月期第3四半期  14,691,448株



 当第３四半期連結累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

および、市場規模の極端な縮小により、企業の設備投資も減少するなど、景気は明らかに悪化傾向で推移いたしまし

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、住宅着工件数の伸び悩み、設備投資意欲の

減退などの先行き不透明感により、需要は明らかに落ち込みました。このなかにおきまして当四半期連結累計期間は

特に、ロシア向け輸出が当社グループの重要な位置を占めております。 

 このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は 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4,472百万円となりました。 

  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、707百万円となりました。 

 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377百万円となりました。 

  営業利益つきましては、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、194百万円の営

 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は、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781百万円となりま 

 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、60百万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 百万円、経常利益は 百万円、第３四半期純利益は 百万円となりました。 

  

  

  

  

   

 （１）資産、負債及び純資産の状況 

  当第３四半期末の資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して626百万円の減少となりました。

 これは主に、受取手形の減少705百万円、売掛金の減少239百万円及び棚卸資産の減少288百万円と、現金・預金の 

 増加481百万円及び建設仮勘定の増加230百万円などによるものであります。  

  負債合計は、 百万円となり、前連結会計年度末と比較して771百万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402百万円、前受金の減少330百万円及び短期借入金の減少200百万円 

 と、支払手形の増加168百万円などによるものであります。  

  純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して145百万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235百万円と自己株式の取得51百万円などによるものであります。 

  上記の結果、自己資本比率は51.0％になり、前連結会計年度末と比較して6.4％の増加となりました。  

  

  

  （２）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）は、2,293百万円となりまし 

 た。 

  当第３四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 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、売上債権の減少、仕入債務の増加及び前受金の減少などによるものであります。 

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 

5,631

518 517 288

２．連結財政状態に関する定性的情報 

6,634

3,254

3,380

1,002



  （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 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や 

 定期預金の預入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、 百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少、長期借入金の 

 返済及び自己株式取得によるものであります。 

  

 平成20年11月７日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

  

  該当事項はありません。 

  

   

 該当事項はありません。 

  

  

△230

△360

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

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。 

     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（貸借対照表評価額については収益性の低下に基づ

    く薄価切下げの方法）により算定しております。 

     これにより、当第３四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83,422千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、当該箇所に記載しております。  



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 2,533,574 2,052,146

受取手形及び売掛金 951,030 1,895,225

有価証券 199,280 199,280

製品 155,906 314,839

原材料 208,949 196,450

仕掛品 508,495 651,034

繰延税金資産 28,550 55,325

その他 116,509 89,885

貸倒引当金 △28,378 △7,267

流動資産合計 4,673,917 5,446,920

固定資産   

有形固定資産 1,439,374 1,239,283

無形固定資産 35,477 45,803

投資その他の資産 485,862 529,274

固定資産合計 1,960,714 1,814,361

資産合計 6,634,632 7,261,281

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,416,735 1,343,535

短期借入金 850,000 1,050,000

未払費用 134,310 89,799

未払法人税等 4,503 407,140

賞与引当金 27,145 49,880

その他 288,066 501,354

流動負債合計 2,720,759 3,441,709

固定負債   

長期借入金 50,000 100,000

退職給付引当金 194,667 180,255

役員退職慰労引当金 44,346 36,512

繰延税金負債 244,312 267,554

固定負債合計 533,326 584,322

負債合計 3,254,086 4,026,032



（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) 

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 2,669,342 2,439,442

自己株式 △105,532 △54,409

株主資本合計 3,391,011 3,212,234

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,464 23,015

評価・換算差額等合計 △10,464 23,015

純資産合計 3,380,546 3,235,249

負債純資産合計 6,634,632 7,261,281



（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 5,631,246

売上原価 4,416,591

売上総利益 1,214,654

販売費及び一般管理費 696,389

営業利益 518,265

営業外収益  

受取利息 3,377

受取配当金 6,762

鉄屑売却収入 5,054

その他 7,085

営業外収益合計 22,281

営業外費用  

支払利息 12,768

デリバティブ評価損 8,757

その他 1,487

営業外費用合計 23,012

経常利益 517,534

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 517,212

法人税、住民税及び事業税 205,274

法人税等調整額 23,277

法人税等合計 228,551

四半期純利益 288,661



（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 2,303,977

売上原価 1,864,632

売上総利益 439,345

販売費及び一般管理費 266,337

営業利益 173,008

営業外収益  

受取利息 212

受取配当金 1,995

鉄屑売却収入 643

その他 2,136

営業外収益合計 4,987

営業外費用  

支払利息 2,044

デリバティブ評価損 13,739

その他 1,382

営業外費用合計 17,166

経常利益 160,829

税金等調整前四半期純利益 160,829

法人税、住民税及び事業税 59,674

法人税等調整額 15,006

法人税等合計 74,681

四半期純利益 86,148



（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 517,212

減価償却費 62,137

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21,206

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,735

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） 14,411

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,833

受取利息及び受取配当金 △10,140

デリバティブ評価損益（△は益） 8,757

支払利息 12,768

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） 944,194

たな卸資産の増減額（△は増加） 289,116

仕入債務の増減額（△は減少） 73,199

前受金の増減額（△は減少） △330,849

その他 83,148

小計 1,656,883

利息及び配当金の受取額 10,140

利息の支払額 △11,011

法人税等の支払額 △653,731

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,002,280

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 △170,000

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 △345

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 △144,654

有形固定資産の売却による収入 47

貸付けによる支出 △10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △230,465

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） △200,000

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 △51,123

配当金の支払額 △59,263

財務活動によるキャッシュ・フロー △360,386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 411,428

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 2,293,574



 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） 

   （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。 

      事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

      (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３四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70,484千円、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。 

  

  

  

（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〕 

  
 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  

  

 4,472,422 

  

         110 

  

      

   377,086

  

      113,436

  

      

    781,737

  

           －

  

   

   5,631,246

  

   113,547

  

          

      － 

  

  △113,547 

  

    

     5,631,246 

  

          －

  

 計   4,472,532      490,522     781,737   5,744,793   △113,547    5,631,246 

   営業利益      707,049    △194,260    60,658    573,448   △55,182     518,265 

〔所在地別セグメント情報〕 

 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)  

   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。 

  



 当第３四半期連累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31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 、フィジー 

            (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。 

   

〔海外売上高〕 

   東南アジア  北米  ロシア  その他  計 

 Ⅰ海外売上高(千円)   1,131,066 5,752   2,618,116     98,099     3,853,033 

 Ⅱ連結売上高(千円) －       －       －       －     5,631,246 

 Ⅲ連結売上高に占め

る海外売上高の割合

(％) 

20.1      0.1      46.5       1.7          68.4 

（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10月１日～12月31日） 

  

  

科目 

前第３四半期連結会計期間 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 5,161,908 

Ⅱ 売上原価 3,741,423 

売上総利益 1,420,484 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 591,050 

営業利益 829,434 

Ⅳ 営業外収益 17,560 

 １．受取利息 3,053 

 ２．受取配当金 5,382 

 ３．雑収入 9,124 

Ⅴ 営業外費用 13,913 

 １．支払利息 13,274 

 ２．その他 639 

経常利益 833,081 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅶ 特別損失 9,067 

 １．固定資産除却損 9,067 

税金等調整前四半期純利益 824,013 

税金費用 326,477 

四半期純利益 497,536 



前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～12月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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 
 (純損失) 

824,013 

 売上債権の減少額(△増加額) △1,079,744 

 たな卸資産の減少額(△増加額)  △ 658,316 

 仕入債務の増加額(△減少額) 236,195 

 前受金の増加額(△減少額) 512,864 

 その他 △ 105,737 

小計 △ 270,725 

 法人税等の支払額 △  97,060 

 その他 △  2,303 

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 370,089 

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 △  86,080 

 貸付金の貸付による支出 △  20,000 

 その他 △  38,101 

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 244,182 

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 

 配当金の支払 △  44,164 

 配当金の支払額 △ 101,202 

財務活動によるキャッシュ・フロー 
54,633 

  



  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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 

       

     前年同四半期(平成20年３月期 第３四半期)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。

  

該当事項はありません。  

  

  
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の増加
額(又は減少額) 

△ 559,639 

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 

1,671,769 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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)セグメント間の内部 

 売上  

3,516,092 

  

247 

672,965 

  

37,664 

972,849 

  

－ 

5,161,908 

  

37,911 

  

  

△37,911 

5,161,908 

  

－ 

計 3,516,340 710,630 972,849 5,199,819 △37,911 5,161,908 

営業費用 2,718,626 692,986 905,960 4,317,572 14,901 4,332,473 

営業利益 797,713 17,644 66,889 882,247 △52,813 829,434 

〔所在地別セグメント情報〕 

６．その他の情報 




