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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 3,517 △13.6 191 686.8 224 219.8 152 394.6
21年3月期第2四半期 4,069 ― 24 ― 70 ― 30 ―

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 25.55 ―

21年3月期第2四半期 5.06 ―

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2四半期 8,372 5,574 66.6 945.37
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2四半期  5,574百万円 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

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 ― ― ― 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 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３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つ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2四半期 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2四半期 203,294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2四半期 5,974,789株 21年3月期第2四半期 6,099,917株



 当第2四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部指標において下げ止まり感がでているものの、依然として

景気の先行きに対する不透明感が強い状況が続いております。 

 国内の住宅関連業界におきましては、平成21年4月～8月の新設住宅着工戸数は前年同期比33.2％減と依然として非

常に低い水準で推移しており、雇用・所得環境への不安等から、回復の兆しが見えない状況となっております。 

 中国の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、住宅関連業界も同様に良好に推

移しております。 

 このような事業環境の中、中国連結子会社の賃貸工場を自社工場として新築移転（休業期間：平成21年3月～4月）

したことによる一時的な売上減少要因が発生したこと等から、当第2四半期連結会計期間の売上高は 百万円（前

年同期比13.6％減）と、前年同期を下回ることとなりましたが、当社グループをあげて損益分岐点の引下げに向けた

諸施策を実施した結果、利益面においては営業利益 百万円（前年同期比686.8％増）、経常利益 百万円（前年

同期比219.8％増）、四半期純利益 百万円（前年同期比394.6％増）といずれも前年同期を上回ることができまし

た。 

当第２四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209百万円増加してお

ります。これは主に受取手形及び売掛金の増加236百万円、投資有価証券の増加194百万円によるものです。 

負債総額は 百万円となり、前連結会計年度末より227百万円増加しております。これは主に支払手形及び買掛

金の増加63百万円、短期借入金の増加98百万円によるものです。 

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18百万円減少しております。これは主として

利益剰余金の増加31百万円、自己株式の増加98百万円によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は66.6％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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 百万円となり、前連

結会計年度末と比較して、441百万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 百万円となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純利益

259百万円、減価償却費90百万円等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額210百万円等であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は437百万円の支出となりました。主なマイナス要因は有形固定資産の取

得による支出217百万円、投資有価証券の取得による支出202百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は150百万円の支出となりました。主なプラス要因は短期借入金の純増加

額69百万円であり、主なマイナス要因は配当金の支払額120百万円、自己株式の取得による支出98百万円でありま

す。 

  平成22年３月期の通期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業績予想の数値から変更は

ございません。  

  

 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２四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。  

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

3,517

191 224

152

２．連結財政状態に関する定性的情報

8,372

2,797

5,574

778

132

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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 947,592 1,388,771

受取手形及び売掛金 2,483,728 2,247,535

商品及び製品 228,606 168,006

仕掛品 109,319 119,657

原材料及び貯蔵品 275,861 283,627

繰延税金資産 39,217 39,700

未収入金 77,761 60,899

その他 34,931 42,645

貸倒引当金 △7,682 △8,377

流動資産合計 4,189,337 4,342,466

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 806,763 819,227

土地 962,125 962,125

その他（純額） 750,864 560,609

有形固定資産合計 2,519,754 2,341,963

無形固定資産   

のれん 30,000 40,000

その他 156,098 146,874

無形固定資産合計 186,098 186,874

投資その他の資産   

投資有価証券 878,478 684,429

関係会社出資金 44,700 62,902

繰延税金資産 305,125 301,620

その他 282,734 296,008

貸倒引当金 △34,117 △53,820

投資その他の資産合計 1,476,921 1,291,140

固定資産合計 4,182,773 3,819,979

資産合計 8,372,110 8,162,445



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,430,118 1,366,610

短期借入金 291,254 193,235

未払金 252,395 214,421

未払法人税等 103,626 81,505

未払消費税等 27,452 16,148

賞与引当金 80,869 58,602

その他 40,399 29,695

流動負債合計 2,226,116 1,960,220

固定負債   

退職給付引当金 235,992 273,955

長期未払金 335,452 335,452

固定負債合計 571,444 609,407

負債合計 2,797,561 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 4,244,492 4,212,685

自己株式 △140,493 △41,810

株主資本合計 5,660,998 5,727,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △60,768 △55,598

為替換算調整勘定 △25,680 △79,458

評価・換算差額等合計 △86,448 △135,056

純資産合計 5,574,549 5,592,817

負債純資産合計 8,372,110 8,162,445



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 4,069,806 3,517,226

売上原価 2,919,021 2,389,941

売上総利益 1,150,784 1,127,285

販売費及び一般管理費 1,126,412 935,519

営業利益 24,372 191,765

営業外収益   

受取利息 1,431 1,222

受取配当金 18,535 17,519

受取賃貸料 5,466 6,044

為替差益 24,994 3,380

雇用調整助成金 － 8,874

その他 2,850 3,343

営業外収益合計 53,277 40,383

営業外費用   

支払利息 5,287 6,393

その他 2,086 1,046

営業外費用合計 7,374 7,439

経常利益 70,275 224,709

特別利益   

固定資産売却益 5,021 －

貸倒引当金戻入額 3,000 2,494

退職給付制度終了益 － 32,037

特別利益合計 8,021 34,532

特別損失   

固定資産除却損 33 68

会員権売却損 － 162

投資有価証券評価損 3,591 －

特別損失合計 3,624 230

税金等調整前四半期純利益 74,672 259,010

法人税等 43,802 106,335

四半期純利益 30,870 152,675



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,085,455 2,065,119

売上原価 1,482,373 1,409,044

売上総利益 603,081 656,075

販売費及び一般管理費 530,041 486,145

営業利益 73,040 169,930

営業外収益   

受取利息 937 596

受取配当金 116 146

受取賃貸料 2,733 3,016

為替差益 11,281 －

その他 1,600 2,374

営業外収益合計 16,668 6,134

営業外費用   

支払利息 2,957 3,928

為替差損 － 5,649

その他 337 716

営業外費用合計 3,295 10,294

経常利益 86,414 165,769

特別利益   

固定資産売却益 5,021 －

貸倒引当金戻入額 2,249 1,440

特別利益合計 7,270 1,440

特別損失   

固定資産除却損 2 0

会員権売却損 － 162

投資有価証券評価損 3,591 －

特別損失合計 3,593 162

税金等調整前四半期純利益 90,090 167,046

法人税等 41,212 56,951

四半期純利益 48,878 110,095



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 74,672 259,010

減価償却費 70,435 90,390

のれん償却額 10,000 10,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,031 △20,397

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,126 △37,962

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,171 22,266

受取利息及び受取配当金 △19,967 △18,742

支払利息 5,287 6,393

為替差損益（△は益） △74 14

有形固定資産除却損 33 68

有形固定資産売却損益（△は益） △5,021 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3,591 －

売上債権の増減額（△は増加） 781,700 △210,644

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,323 △32,668

仕入債務の増減額（△は減少） △195,197 53,822

会員権売却損益（△は益） － 162

未払消費税等の増減額（△は減少） △49,660 11,077

その他の資産の増減額（△は増加） △132,002 33,212

その他の負債の増減額（△は減少） △28,711 38,348

小計 496,840 204,353

利息及び配当金の受取額 19,496 18,647

利息の支払額 △5,433 △6,973

法人税等の支払額 △127,103 △83,878

営業活動によるキャッシュ・フロー 383,800 132,148

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △35,664 △217,189

有形固定資産の売却による収入 － 1,003

無形固定資産の取得による支出 △41,006 △6,502

投資有価証券の取得による支出 △5,262 △202,723

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 242 734

投資その他の資産の増減額（△は増加） － △13,292

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,691 △437,969

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） △161,090 69,542

長期借入金の返済による支出 △27,936 －

自己株式の取得による支出 △22 △98,683

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 △311,047 △150,008

現金及び現金同等物に係る換算差額 △902 14,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,840 △441,178

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 1,187,991 778,192



 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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