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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 2,200 △40.3 △195 ― △201 ― △84 ―

21年3月期第1四半期 3,684 ― △311 ― △306 ― △315 ―

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

22年3月期第1四半期 △5.69 ―

21年3月期第1四半期 △21.12 ―

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

22年3月期第1四半期 10,727 4,829 45.0 323.66
21年3月期 11,602 4,826 41.6 323.48

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  4,829百万円 21年3月期  4,826百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
累計期間

6,730 △18.1 142 ― 120 ― 105 ― 7.03

通期 14,500 △5.5 579 ― 530 ― 500 ― 33.50
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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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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、４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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 15,577,500株 21年3月期 15,577,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 657,392株 21年3月期 655,520株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 14,920,658株 21年3月期第1四半期 14,927,682株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
て、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、深刻化する経済環境を背景に、企業収益が低迷するなか、一部に景

気回復の兆しが報道されているものの、大幅な減産や設備投資の抑制、また、完全失業率が５％台になるなど依然と

して景気の先行きが不透明な状況が続いております。 

 当住宅関連業界におきましても雇用、所得環境の悪化に伴い、依然として住宅需要は著しく低迷しており、極めて

厳しい経営環境を背景に、当社におきましては、従来にも増して「選択と集中」による改革を進め、既存事業の再構

築と、さらに徹底した合理化と効率化を推進してまいりました。具体的にはプレカット及び住宅パネルに関連する事

業を一体化し、この集約体制のもと機動的な事業運営とＳＮ工法を重点に積極的な新規開拓及び拡販を行うととも

に、環境、省エネをコンセプトとして開発した遮熱屋根パネルの新規事業化を推進いたしました。一方、現状の経済

環境を背景に業界においては淘汰の様相を呈していることから、「逆境への挑戦！」をテーマに集成材トップメーカ

ーとしてのブランドを武器に、大手建材メーカー、ハウスメーカーへの積極的な営業展開を図り受注拡大に努め、積

層階段を中心に階段のトップシェアを確保すべく、製販一体型の事業運営を推進してまいりました。 

 このように選択と集中による事業運営や、徹底した経費削減努力を行い、その取り組みの成果も一定以上現れてい

るものの、予測を超える住宅需要の低迷を背景に、特に販売面において極めて厳しい事業運営となりました。 

 このような状況のなか、当第１四半期会計期間の売上高は22億円となりました。営業損失は減収等により1億95百

万円（前同四半期は営業損失3億11百万円）、経常損失は2億1百万円（前同四半期は経常損失3億6百万円）となりま

した。また、四半期純損失は特別利益として賞与引当金戻入額99百万円等を計上したことにより84百万円（前同四半

期は四半期純損失3億15百万円）となりました。 

  

 当第１四半期会計期間末における総資産につきましては、107億27百万円となり、前事業年度末と比べ8億74百万円

減少となりました。その主な要因は、売上債権等の減少によるものであります。負債につきましては58億98百万円と

なり、前事業年度末と比べ8億76百万円減少となりました。その主な要因は、長期借入金等の増加があったものの、

仕入債務の減少及び短期借入金の返済等によるものであります。また、純資産につきましては、48億29百万円とな

り、前事業年度末と比べ2百万円増加しております。その主な要因は、四半期純損失により減少したものの、保有株

式の時価の回復によりその他有価証券評価差額金の増加等によるものであります。この結果、自己資本比率は前事業

年度末と比べ3.4％増加の45.0％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7億25百万円となり、前事業年度末と比較して97百

万円減少いたしました。 

 当第１四半期会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） 

 営業活動の結果使用した資金は1億81百万円となりました。これは主に売上債権の減少額10億34百万円及び減価

償却費63百万円等があったものの、仕入債務の減少額9億60百万円、たな卸資産の増加額1億36百万円及び四半期純

損失82百万円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72百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出65百万円等で

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は1億56百万円となりました。これは主に短期借入金の純減額4億円及び長期借入金

の返済による支出1億43百万円があったものの、長期借入金による収入7億円によるものであります。 

  

 平成22年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年４月30日に公表いたしました予

想に変更ありません。 

  

※上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 

 当社の事業を取り巻く経済情勢、市場の動向、為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記

載の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．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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① 簡便な会計処理 

a  一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 債権の貸倒の損失に備えるため、四半期末の一般債権については、直近事業年度の貸倒実績率に貸倒懸念債

権等特定の債権を加味した貸倒実績率により、貸倒見積高を計上しております。 

b  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、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 

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

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

（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

- 4 -

セブン工業㈱ （7896） 平成22年3月期　第1四半期決算短信



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 725 822

受取手形及び売掛金 2,961 3,996

商品及び製品 292 283

仕掛品 340 300

原材料及び貯蔵品 778 691

その他 122 153

貸倒引当金 △60 △63

流動資産合計 5,161 6,183

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,251 1,255

土地 2,993 2,993

その他（純額） 621 553

有形固定資産合計 4,866 4,802

無形固定資産 181 190

投資その他の資産   

投資有価証券 302 211

その他 258 255

貸倒引当金 △42 △42

投資その他の資産合計 518 425

固定資産合計 5,566 5,418

資産合計 10,727 11,602
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,156 3,118

短期借入金 1,493 1,772

未払法人税等 7 18

賞与引当金 50 100

その他 389 403

流動負債合計 4,097 5,412

固定負債   

長期借入金 1,650 1,215

退職給付引当金 53 40

役員退職慰労引当金 77 89

その他 19 18

固定負債合計 1,801 1,363

負債合計 5,898 6,775

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,473 2,473

資本剰余金 2,675 2,675

利益剰余金 △163 △78

自己株式 △239 △238

株主資本合計 4,746 4,831

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 82 △4

評価・換算差額等合計 82 △4

純資産合計 4,829 4,826

負債純資産合計 10,727 11,602
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,684 2,200

売上原価 3,589 2,044

売上総利益 94 156

販売費及び一般管理費 406 351

営業損失（△） △311 △195

営業外収益   

受取配当金 17 4

その他 6 3

営業外収益合計 24 7

営業外費用   

支払利息 12 11

売上割引 5 2

その他 0 0

営業外費用合計 18 13

経常損失（△） △306 △201

特別利益   

固定資産売却益 0 3

貸倒引当金戻入額 － 3

賞与引当金戻入額 － 99

抱合せ株式消滅差益 300 －

その他 － 12

特別利益合計 300 119

特別損失   

固定資産売却損 2 0

固定資産廃棄損 2 0

たな卸資産評価損 82 －

減損損失 34 －

特別損失合計 122 0

税引前四半期純損失（△） △128 △82

法人税、住民税及び事業税 2 2

法人税等調整額 184 △0

法人税等合計 187 2

四半期純損失（△） △315 △84
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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（△） △128 △82

減価償却費 136 63

負ののれん償却額 △0 △0

減損損失 34 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21 △3

受取利息及び受取配当金 △17 △4

支払利息 12 11

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △300 －

固定資産除売却損益（△は益） 4 △2

売上債権の増減額（△は増加） 691 1,034

たな卸資産の増減額（△は増加） 450 △136

仕入債務の増減額（△は減少） △476 △960

その他 122 △81

小計 552 △162

利息及び配当金の受取額 17 4

利息の支払額 △11 △11

法人税等の支払額 △34 △11

営業活動によるキャッシュ・フロー 523 △181

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の償還による収入 50 －

有形固定資産の取得による支出 △149 △65

有形固定資産の売却による収入 1 0

その他 △17 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △116 △72

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） △700 △400

長期借入れによる収入 200 700

長期借入金の返済による支出 △139 △143

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △37 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △676 156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △269 △97

現金及び現金同等物の期首残高 427 822

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 245 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 403 725
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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