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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 1,452 △26.8 20 ― 57 ― 42 ―

21年3月期第1四半期 1,984 ― △50 ― △18 ― △18 ―

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 7.07 ―

21年3月期第1四半期 △2.95 ―

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 8,139 5,600 68.8 934.86
21年3月期 8,162 5,592 68.5 927.17

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  5,600百万円 21年3月期  5,592百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 20.00 20.00

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

3,900 △4.2 100 310.3 110 56.5 70 126.8 11.48

通期 8,800 9.1 500 51.1 510 32.4 310 61.2 50.82



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） 

(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 

業績予想は本資料の提出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。 

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 6,100,000株 21年3月期 6,100,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 109,694株 21年3月期 67,894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 6,018,779株 21年3月期第1四半期 6,099,920株



 当第1四半期連結会計期間の国内経済は一部の景気指標で改善傾向が見られたものの、依然として厳しい雇用環境

や消費の不振による低迷が続いております。 

 住宅関連業界におきましても新設住宅着工戸数は低迷した状況で推移しており、現在の雇用・所得環境の厳しさ等

から回復の兆しが見えない状況が続くと予想されます。 

 中国市場におきましては、政府による景気刺激策の効果により、景気は持ち直してきております。当社グループで

は、平成20年10月に設立した日門（上海）貿易有限公司を本格稼動させ、販売強化策を推し進めております。なお、

同社は当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

 このような事業環境の中、当社グループは前年度より実施している経営効率化策を当第1四半期連結会計期間につ

いても継続し、損益分岐点売上高を大きく引き下げることができました。 

経営効率化への主な取組み 

①生産体制の見直し   ：人員の再配置を行い、従来、外部に発注していた製品を自社生産に切り替える等、

生産体制の見直しを行い、売上原価を低減しました。 

②材料調達のグローバル化：中国工場使用材料との共通化によりコストを低減しました。 

③運送の効率化     ：本社・茨城・北海道の3工場の運送コストを詳細に分析し、積載効率を上げること

を徹底し、運送費を削減しました。 

この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は1,452百万円（前年同期比26.8％減）と前年同期を下回ったもの

の、利益面においては、営業利益20百万円（前年同期は営業損失50百万円）、経常利益57百万円（前年同期は経常損

失18百万円）、四半期純利益42百万円（前年同期は四半期純損失18百万円）といずれも前年同期を上回ることができ

ました。 

  

当第１四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23百万円減少してお

ります。これは主に受取手形及び売掛金の減少338百万円、投資有価証券の増加260百万円によるものです。 

負債総額は 百万円となり、前連結会計年度末より30百万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224百万円、短期借入金の増加216百万円、未払法人税等の減少34百万円、賞与引当金の増加24百万円による

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７百万円増加しております。これは主として

利益剰余金の減少78百万円、その他有価証券評価差額金の増加36百万円、為替勘定調整勘定の増加76百万円によるも

のです。 

以上の結果、自己資本比率は68.8％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四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1,061百万円となり、前

連結会計年度末と比較して、158百万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375

百万円、税金等調整前四半期純利益91百万円、減価償却費44百万円等であり、主なマイナス要因は仕入債務の減少額

238百万円、たな卸資産の増加額86百万円、退職給付引当金の減少額36百万円等であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は319百万円の支出となりました。主なマイナス要因は投資有価証券の取

得による支出198百万円、有形固定資産の取得による支出119百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は27百万円の支出増加となりました。主なプラス要因は短期借入金の増加

額176百万円等であり、主なマイナス要因は配当金の支払額120百万円等であります。 

  

  

  平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月11日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の業績予想の数値から変更はございません。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

8,139

2,539

5,600

113

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１四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。  

  

 該当事項はありません。 

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）

（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



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 1,230,501 1,388,771

受取手形及び売掛金 1,908,674 2,247,535

商品及び製品 258,988 168,006

仕掛品 123,011 119,657

原材料及び貯蔵品 290,143 283,627

繰延税金資産 39,216 39,700

未収入金 96,172 60,899

その他 37,670 42,645

貸倒引当金 △6,180 △8,377

流動資産合計 3,978,198 4,342,466

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 826,511 819,227

土地 962,125 962,125

その他 676,454 560,609

有形固定資産合計 2,465,092 2,341,963

無形固定資産   

のれん 35,000 40,000

その他 158,093 146,874

無形固定資産合計 193,093 186,874

投資その他の資産   

投資有価証券 944,908 684,429

関係会社出資金 44,700 62,902

繰延税金資産 276,570 301,620

その他 272,217 296,008

貸倒引当金 △35,557 △53,820

投資その他の資産合計 1,502,839 1,291,140

固定資産合計 4,161,025 3,819,979

資産合計 8,139,224 8,162,445



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,141,822 1,366,610

短期借入金 410,110 193,235

未払金 213,202 214,421

未払法人税等 46,687 81,505

未払消費税等 25,999 16,148

賞与引当金 83,096 58,602

その他 45,354 29,695

流動負債合計 1,966,273 1,960,220

固定負債   

退職給付引当金 237,381 273,955

長期未払金 335,452 335,452

固定負債合計 572,833 609,407

負債合計 2,539,106 2,569,627

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 4,134,397 4,212,685

自己株式 △69,434 △41,810

株主資本合計 5,621,963 5,727,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,643 △55,598

為替換算調整勘定 △3,202 △79,458

評価・換算差額等合計 △21,845 △135,056

純資産合計 5,600,117 5,592,817

負債純資産合計 8,139,224 8,162,445



（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 1,984,351 1,452,106

売上原価 1,436,648 980,896

売上総利益 547,702 471,209

販売費及び一般管理費 598,620 450,876

営業利益又は営業損失（△） △50,917 20,332

営業外収益   

受取利息 493 625

受取配当金 18,419 17,373

受取賃貸料 2,733 3,028

為替差益 13,712 9,029

雇用調整助成金 － 8,874

その他 1,250 968

営業外収益合計 36,608 39,899

営業外費用   

支払利息 2,329 2,465

その他 1,749 329

営業外費用合計 4,079 2,794

経常利益又は経常損失（△） △18,387 57,437

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,000 2,557

退職給付制度終了益 － 32,037

特別利益合計 3,000 34,594

特別損失   

固定資産除却損 30 67

特別損失合計 30 67

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（△）

△15,418 91,964

法人税等 2,589 49,384

四半期純利益又は四半期純損失（△） △18,007 42,580



（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（△）

△15,418 91,964

減価償却費 33,358 44,790

のれん償却額 5,001 5,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26,266 △20,460

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,116 △36,573

賞与引当金の増減額（△は減少） 61,596 24,493

受取利息及び受取配当金 △18,913 △17,998

支払利息 2,329 2,465

為替差損益（△は益） 55 5

有形固定資産除却損 30 67

売上債権の増減額（△は増加） 702,451 375,311

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,359 △86,830

仕入債務の増減額（△は減少） △319,893 △238,604

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,026 8,658

その他の資産の増減額（△は増加） △124,432 13,534

その他の負債の増減額（△は減少） 10,750 16,854

小計 286,913 182,676

利息及び配当金の受取額 18,555 17,974

利息の支払額 △2,407 △3,690

法人税等の支払額 △125,330 △83,927

営業活動によるキャッシュ・フロー 177,729 113,032

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 △2,455 △198,474

有形固定資産の取得による支出 △11,641 △119,044

無形固定資産の取得による支出 △4,811 △2,519

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 60 61

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,848 △319,977

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） △161,619 176,248

長期借入金の返済による支出 △16,731 －

自己株式の取得による支出 － △27,623

配当金の支払額 △121,998 △120,868

財務活動によるキャッシュ・フロー △300,348 27,757

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,865 20,917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △153,332 △158,270

現金及び現金同等物の期首残高 1,197,832 1,219,371

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,044,499 1,061,101



 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） 

 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） 

  

 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） 

  海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。   

 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）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  1,308,492  143,613  1,452,106  －  1,452,106

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 436  26,281  26,718 (26,718)  －

 計  1,308,929  169,895  1,478,824 (26,718)  1,452,106

営業利益（損失）  51,067 (32,471)  18,595  1,736  20,332

〔海外売上高〕

（６）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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