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

22年3月期第1四半期 2,012 △26.5 △113 ― △110 ― △121 ―

21年3月期第1四半期 2,739 ― 96 ― 90 ― 86 ―

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 △4.28 ―

21年3月期第1四半期 3.06 ―

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 11,352 3,593 31.6 126.69
21年3月期 11,650 3,692 31.7 130.20

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,593百万円 21年3月期  3,692百万円

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 ― 2.50 ― 1.50 4.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 2.50 2.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

4,600 △18.7 △80 ― △120 ― △125 ― △4.41

通期 9,600 △10.8 190 0.7 100 △4.6 60 14.7 2.12
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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、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) 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、その他特記事項 

１．上記の予想は、本資料の発表時現在において、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、今後さまざまな要因によって予想数値と
異なる場合があります。 
２．業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 28,373,005株 21年3月期  28,373,005株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  12,094株 21年3月期  12,022株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 28,360,949株 21年3月期第1四半期 28,363,316株
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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 1 四半期のわが国経済は、世界的な金融・経済危機による景気後退により、企業収益、雇用状
況が著しく悪化し、厳しい状況が続きました。それに伴い設備投資の減少や個人消費の低迷など依然
として先行き不透明な経済環境が続いております。 
住宅業界におきましても、在庫調整の一巡、経済対策により一部に下げ止まりの兆しも見受けられ

ましたが、個人消費の冷え込みは、深刻で、住宅着工数は、６ヶ月連続減少するなど、住宅を取り巻
く環境は極めて厳しい状況で推移しました。 
このような状況の下、当社の MDF は、製造面においては、品質の向上、コストダウンと改善に努め

てまいりましたが、需要の大幅な減少、競合する合板の値下げ等により、販売量、販売価格とも前年
の水準を下回る結果となりました。 
この結果、当第 1四半期の連結売上高は 20 億 12 百万円（前年同四半期比 26.5%減）、連結営業損失

は１億 13 百万円（前年同四半期は、96 百万円の営業利益）、連結経常損失は１億 10 百万円（前年同
四半期は、90 百万円の経常利益）、連結四半期純損失は１億 21 百万円（前年同四半期は、86 百万円
の四半期純利益）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

（１）資産 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて３億 49 百万円減少し、52 億 38 百万円となりました。

これは主に商品及び製品の減少額４億 49 百万円及び原材料及び貯蔵品の増加額 63 百万円による
ものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて 51 百万円増加し、61 億 14 百万円となりました。これ
は主に投資その他の資産の増加額 62 百万円によるものです。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて２億 97 百万円減少し、113 億 52 百万円となり
ました。 

（２）負債 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて 48 百万円減少し、46 億 25 百万円となりました。これ

は主に支払手形及び買掛金の減少額３億 35 百万円、短期借入金の増加額３億円によるものです。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億 49 百万円減少し、31 億 34 百万円となりました。

これは主に長期借入金の減少額１億 30 百万円によるものです。 
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて１億 98 百万円減少し、77 億 59 百万円とな

りました。 

（３）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 99 百万円減少し、35 億 93 百万円となりました。こ
れは主に利益剰余金の減少額１億 63 百万円及びその他有価証券評価差額金の増加額 59 百万円に
よるものです。 
 

キャッシュ・フローの状況 

当第 1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、17 億 39 百万円
となり、前年同四半期末に比べ８億 44 百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって使用した資金は、30 百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純
損失１億 20 百万円、減価償却費 84 百万円、たな卸資産の減少額３億 75 百万円及び仕入債務の減
少額３億 35 百万円等によるものです。 

（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、59 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支出 55 百万円によるものです。 

（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、63 百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加額３
億円及び長期借入金の返済による支出１億 94 百万円及び配当金の支払額 42 百万円によるもので
す。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の住宅投資環境については、住宅ローン減税、低金利及び、買い控えの反動等もあり、あ
る程度良化するものと思われますが、景気下振れの懸念から、依然個人消費の冷え込みは厳しく、
住宅着工数も伸び悩むと考えられます。 
 こうした中、当社は、変わりつつある市場環境に対応し、得意先のニーズに迅速に応え、新た
な商機を捉えて収益に繋げていく努力を続けてまいります。 
 また、生産技術の改善及び生産性・稼働率の向上による固定費減少などコストダウンに繋がる
活動を継続していきます。 
 なお、当社連結業績予想につきましては、先行き不透明な市場環境が続きますが、現時点では
平成 21 年 5月 14 日に公表しました計画から変更はありません。 

 

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 

１ 棚卸資産の評価方法 
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年

度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
２ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、
一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用し
た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

３ 退職給付費用の算定方法 

退職給付費用については、期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分した額を、四半期
会計期間及び期首からの累計期間にそれぞれ計上する方法によっております。 

４ 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、連結会計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。 

 

（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 

該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,739,297 1,769,912

受取手形及び売掛金 1,176,037 1,156,197

商品及び製品 1,453,037 1,902,264

仕掛品 213,254 203,055

原材料及び貯蔵品 557,639 494,475

繰延税金資産 29,195 29,195

その他 70,473 33,636

貸倒引当金 △318 △330

流動資産合計 5,238,617 5,588,407

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 1,499,756 1,502,662

土地 3,094,470 3,094,470

その他（純額） 654,600 650,338

有形固定資産合計 5,248,827 5,247,472

無形固定資産 117,271 129,350

投資その他の資産   

投資有価証券 687,569 624,094

その他 67,775 68,620

貸倒引当金 △7,347 △7,347

投資その他の資産合計 747,998 685,367

固定資産合計 6,114,097 6,062,189

資産合計 11,352,715 11,650,597

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,152,997 1,488,261

短期借入金 2,000,000 1,700,000

1年内償還予定の社債 299,600 299,600

1年内返済予定の長期借入金 788,764 852,064

未払法人税等 2,691 2,013

賞与引当金 36,600 82,656

その他 344,602 249,558

流動負債合計 4,625,255 4,674,153
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

固定負債   

社債 651,000 651,000

長期借入金 1,882,339 2,013,305

繰延税金負債 45,286 45,286

退職給付引当金 241,561 232,972

環境対策引当金 24,399 24,399

その他 289,843 316,796

固定負債合計 3,134,429 3,283,759

負債合計 7,759,685 7,957,913

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,343,871 2,343,871

利益剰余金 1,548,303 1,712,169

自己株式 △2,327 △2,317

株主資本合計 3,889,847 4,053,723

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △146,136 △206,098

繰延ヘッジ損益 △24,078 △28,338

土地再評価差額金 △126,602 △126,602

評価・換算差額等合計 △296,817 △361,039

純資産合計 3,593,030 3,692,684

負債純資産合計 11,352,715 11,650,597
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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

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

売上高 2,739,248 2,012,033

売上原価 2,262,998 1,813,919

売上総利益 476,250 198,113

販売費及び一般管理費 379,994 312,008

営業利益又は営業損失（△） 96,255 △113,894

営業外収益   

受取利息及び配当金 4,607 6,627

デリバティブ評価益 9,757 2,008

助成金収入 － 18,807

その他 8,297 6,945

営業外収益合計 22,662 34,389

営業外費用   

支払利息 18,219 21,237

その他 10,162 9,463

営業外費用合計 28,382 30,700

経常利益又は経常損失（△） 90,536 △110,205

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1,485

特別退職金 － 8,341

会員権評価損 2,523 －

特別損失合計 2,523 9,827

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

88,012 △120,032

法人税、住民税及び事業税 1,336 1,291

少数株主損失（△） △241 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 86,916 △121,324
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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）

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

88,012 △120,032

減価償却費 87,008 84,854

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,728 8,588

賞与引当金の増減額（△は減少） △80,264 △46,056

受取利息及び受取配当金 △4,607 △6,627

支払利息 18,219 21,237

為替差損益（△は益） － 3,887

デリバティブ評価損益（△は益） △9,757 △2,008

会員権評価損 2,523 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,485

売上債権の増減額（△は増加） 70,268 73,372

たな卸資産の増減額（△は増加） 132,920 375,864

仕入債務の増減額（△は減少） △49,880 △335,263

割引手形の増減額（△は減少） △129,233 △93,212

その他 134,481 18,270

小計 241,963 △15,641

利息及び配当金の受取額 5,118 6,639

利息の支払額 △14,927 △16,063

法人税等の支払額 △6,171 △5,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 225,982 △30,408

投資活動によるキャッシュ・フロー   

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 － △4,998

有形固定資産の取得による支出 △70,833 △45,055

無形固定資産の取得による支出 △10,822 △10,822

貸付金の回収による収入 338 973

その他 80 401

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,762 △59,501

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） － 300,000

長期借入金の返済による支出 △106,733 △194,266

配当金の支払額 △99,271 △42,541

自己株式の取得による支出 △50 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,055 63,182

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △3,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 38,689 △30,615

現金及び現金同等物の期首残高 856,131 1,769,912

現金及び現金同等物の四半期末残高 894,820 1,739,297
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（４）継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日～至平成 21 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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

当社及び連結子会社の事業は「ＭＤＦの製造、販売並びにこれらの付随業務」と「その他」

に区分しておりますが、「ＭＤＦの製造、販売並びにこれらの付随業務」の連結売上高及び営

業損益並びに総資産に占める割合がいずれも 90％を超えているため、事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

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

当社及び連結子会社の事業は「ＭＤＦの製造、販売並びにこれらの付随業務」と「その他」

に区分しておりますが、「ＭＤＦの製造、販売並びにこれらの付随業務」の連結売上高及び営

業損益並びに総資産に占める割合がいずれも 90％を超えているため、事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 

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

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

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

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

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

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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

該当事項はありません。 

 

６．その他の情報 

該当事項はありません。 
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