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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 5,258 △36.0 △145 ― △160 ― △57 ―

21年3月期第2四半期 8,222 ― △381 ― △388 ― △618 ―

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2四半期 △3.83 ―

21年3月期第2四半期 △41.46 ―

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2四半期 11,347 4,815 42.4 322.73
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2四半期  4,815百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 12,000 78.2 180 ― 140 ― 250 ― 16.76
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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2四半期 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2四半期 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2四半期 14,920,382株 21年3月期第2四半期 14,927,289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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、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２四半期累計期間におけるわが国経済は、一部に景気回復の兆しが報道されているものの、依然として厳しい

経済環境を背景に、企業収益が低迷するなか、完全失業率が過去 悪を記録するなど景気の先行きが不透明な状況が

続いております。また、当住宅関連業界におきましても雇用・所得環境等の影響により、新設住宅着工戸数は前年を

大幅に下回る状況が続いており、かつて経験したことがない厳しい状況下で推移いたしました。 

 当期にスローガンとして掲げた「逆境への挑戦！」を具現化すべく、製販一体型の事業運営を中心とした事業改革

と、さらに徹底した合理化と効率化に取り組んでまいりました。 

 具体的には主要製品である積層部材の事業基盤の強化を図り、分散していた生産拠点の集約による効率化と塗装ラ

インの拡充など設備増強による生産体制の強化を図りました。販売面においても、大手建材メーカー、ハウスメーカ

ーをターゲットとした拡販プロジェクトチームを発足させ、積極的な営業展開を図り受注拡大に努めました。また、

カウンターを中心として、生産能力向上による内製化の推進、併せて適正な人員体制の構築、倉庫の集約化など徹底

した合理化、効率化を推進いたしました。 

 構造部材については、プレカット、住宅パネル及び施設建築を組織として一本化し、集約体制のもと積算設計等に

おけるノウハウの共有化と構造部材のトータル化を戦略とした企画提案営業を行い、耐震性に優れた金物工法として

定着してきたＳＮ工法の積極的な新規開拓及び拡販を行ってまいりました。また、メーカー営業のあり方を見直し、

主要販売拠点であった名古屋営業所を生産拠点の主力である美濃加茂工場へ移転（中部営業所に改称）し、製販一体

型の事業運営の強化に努めました。 

 このように「逆境への挑戦！」をスローガンに様々な事業改革や、かつてないほど徹底した経費削減努力及び円高

を背景とした資材コストの低減に傾注いたしましたが、新設住宅着工戸数の激減等著しい住宅需要の低迷の影響によ

り、極めて厳しい事業運営を余儀なくされました。その結果、当第２四半期累計期間の売上高は 億 百万円となり

ました。営業損失は減収等により 億 百万円（前年同四半期は営業損失3億81百万円）、経常損失は 億 百万円

（前年同四半期は経常損失3億88百万円）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、 百万円（前年同四半期は四半期純損失6億18百万円）となりました。 

  

 当第2四半期会計期間末における総資産につきましては、113億47百万円となり、前事業年度末と比べ2億54百万円

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65億32百万円と

なり、前事業年度末と比べ2億42百万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、48億15百万円となり、前事業年度末と比べ

11百万円減少しております。その主な要因は、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があっ

たものの、四半期純損失により減少したものであります。この結果、自己資本比率は前事業年度末と比べ0.8％増加

の42.4％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7億58百万円となり、前事業年度末と比較して64百万

円減少いたしました。 

 当第2四半期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） 

 営業活動の結果使用した資金は2億53百万円となりました。これは主に売上債権の減少額3億9百万円及び減価償

却費1億31百万円等があったものの、仕入債務の減少額4億60百万円、たな卸資産の増加額37百万円及び税引前四半

期純損失51百万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1億7百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億6百万円

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2億97百万円となりました。これは主に短期借入金の純減額1億円及び長期借入金

の返済による支出3億2百万円があったものの、長期借入金による収入7億円によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

52 58

1 45 1 60

57

２．財政状態に関する定性的情報
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 平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、厳しい経済環境を背景に、引き続き新設住宅着工戸数は低調に

推移するものと予測され、かつて経験したことがない厳しい事業運営になるものと思われます。 

 このような経営環境のもと、主要製品である積層部材、構造部材における生産設備の増強等による生産体制の強

化・拡充、これら製品の受注拡大に向けた製販一体型の営業力強化など主力事業の経営基盤強化に対する施策を着実

に実行してまいります。 

 新規事業においては、従前から開発テーマとして取り組んでまいりました防音階段の生産・供給体制を具体化し、

本格的に事業運営を開始いたします。また、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については、

当期に建設した展示・実験棟を積極的に活用するなど市場へのアピールを高め、事業化に向けた取り組みを強化して

まいります。 

 経費削減については、役員報酬を含めた大幅な人件費削減のほか、外注加工費、賃借料等あらゆる経費について徹

底的に削減を図ってまいります。 

 これらの施策により、第2四半期累計期間と比較して業績は改善される見込みではありますが、当初の予測を大幅

に下回る住宅需要の低迷の影響は避けられず、通期の業績の見通しは、売上高 億円（前期比△21.8％）、営業利

益 億 百万円（前事業年度は営業損失5億58百万円）、経常利益 億40百万円（前事業年度は経常損失5億84百万

円）、当期純利益 億 百万円（前事業年度は当期純損失21億97百万円）となる見込みであります。 

 詳細は、平成21年10月21日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

※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。  

  

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。 

３．業績予想に関する定性的情報

120

1 80 1

2 50

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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 758 822

受取手形及び売掛金 3,687 3,996

商品及び製品 236 283

仕掛品 358 300

原材料及び貯蔵品 718 691

その他 141 153

貸倒引当金 △62 △63

流動資産合計 5,837 6,183

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,246 1,255

土地 2,993 2,993

その他（純額） 634 553

有形固定資産合計 4,874 4,802

無形固定資産 180 190

投資その他の資産   

投資有価証券 259 211

その他 237 255

貸倒引当金 △42 △42

投資その他の資産合計 454 425

固定資産合計 5,510 5,418

資産合計 11,347 11,602
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 2,653 3,118

短期借入金 1,799 1,772

未払法人税等 14 18

賞与引当金 50 100

その他 366 403

流動負債合計 4,883 5,412

固定負債   

長期借入金 1,485 1,215

退職給付引当金 66 40

役員退職慰労引当金 80 89

その他 16 18

固定負債合計 1,648 1,363

負債合計 6,532 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 △135 △78

自己株式 △239 △238

株主資本合計 4,773 4,831

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41 △4

評価・換算差額等合計 41 △4

純資産合計 4,815 4,826

負債純資産合計 11,347 11,602
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,222 5,258

売上原価 7,793 4,731

売上総利益 429 527

販売費及び一般管理費 810 672

営業損失（△） △381 △145

営業外収益   

受取配当金 18 4

仕入割引 3 0

受取手数料 2 2

その他 6 4

営業外収益合計 30 12

営業外費用   

支払利息 24 22

売上割引 12 5

その他 1 0

営業外費用合計 37 28

経常損失（△） △388 △160

特別利益   

固定資産売却益 0 3

貸倒引当金戻入額 － 1

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 300 117

特別損失   

固定資産売却損 2 0

固定資産廃棄損 5 6

たな卸資産評価損 82 －

事業整理損失引当金繰入額 215 －

保険解約損 － 1

減損損失 34 －

特別損失合計 341 8

税引前四半期純損失（△） △429 △51

法人税、住民税及び事業税 5 5

法人税等調整額 184 △0

法人税等合計 189 5

四半期純損失（△） △618 △57
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △429 △51

減価償却費 275 131

負ののれん償却額 △1 △1

減損損失 34 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24 △1

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 215 －

受取利息及び受取配当金 △18 △4

支払利息 24 22

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △300 －

固定資産除売却損益（△は益） 8 3

売上債権の増減額（△は増加） △111 309

たな卸資産の増減額（△は増加） 952 △37

仕入債務の増減額（△は減少） 221 △460

その他 48 △152

小計 944 △243

利息及び配当金の受取額 18 4

利息の支払額 △23 △23

法人税等の支払額 △34 △11

法人税等の還付額 － 20

営業活動によるキャッシュ・フロー 904 △253

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 △231 △106

有形固定資産の売却による収入 2 1

その他 △21 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △201 △107

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） △750 △100

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 △273 △302

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 △861 297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △158 △64

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 513 758
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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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