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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 8,015 △33.6 △57 ― △83 ― 12 ―

21年3月期第3四半期 12,073 ― △425 ― △440 ― △683 ―

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3四半期 0.87 ―

21年3月期第3四半期 △45.82 ―

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3四半期 11,729 4,788 40.8 320.93
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3四半期  4,788百万円 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  有  
詳細は、平成22年1月29日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 11,300 △26.4 60 ― 20 ― 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3四半期 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3四半期  657,904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3四半期 14,920,160株 21年3月期第3四半期 14,926,299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３四半期累計期間におけるわが国経済は、堅調な新興国経済に牽引され、自動車、鉄鋼、電気機械など輸出関

連産業を中心に景況感の回復が見られるものの、雇用環境の悪化や所得の減少でデフレが進行していることから、内

需の低迷が続き、依然として景気の先行きは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、新設

住宅着工数が前年を大幅に下回る状況が続いており、このペースでは45年ぶりに80万戸を割り込むことが予測される

など極めて厳しい状況下で推移いたしました。 

 このような厳しい経済環境を背景に、当社といたしましては、更なる生産性向上・効率化、また、徹底的な経費削

減に取り組んでまいりました。 

 積層部材においては、生産拠点の集約及び設備増強による生産体制強化・効率化の方策が軌道に乗り始め、積層階

段の販売が増加いたしました。また、カウンターについては内製化の推進や生産形態の改善など合理化、効率化に資

する取り組みを着実に実行し、製造コストの低減を実現いたしました。 

 構造部材については、プレカットと住宅パネルの集約化による機動的な事業運営のもと、ＳＮ工法の積極的な新規

開拓、拡販を行い、施工性の良さ、耐震性に優れた点などが広く認知され同部門の業績は堅調に推移いたしました。

そのほか、平成21年８月に主要な販売拠点である名古屋営業所（現：中部営業所）を美濃加茂工場へ移転したことに

より、製販一体型の事業運営が具現化し、販売力強化と業務の合理化、効率化に繋がりました。 

 以上により、当第３四半期累計期間の売上高は 億 百万円（前年同四半期は売上高120億73百万円）となりまし

た。営業損失は減収等により 百万円（前年同四半期は営業損失4億25百万円）、経常損失は 百万円（前年同四半

期は経常損失4億40百万円）となりました。また、四半期純利益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6億83百万円）となりました。  

  

 当第３四半期会計期間末における総資産につきましては、117億29百万円となり、前事業年度末と比べ1億26百万円

増加となりました。その主な要因は、有形固定資産等の増加によるものであります。負債につきましては69億41百万

円となり、前事業年度末と比べ1億65百万円増加となりました。その主な要因は、仕入債務等の減少があったもの

の、短期借入金等の増加によるものであります。また、純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の減少等

により、47億88百万円となり、前事業年度末と比べ38百万円減少しております。この結果、自己資本比率は前事業年

度末と比べ0.8％減少の40.8％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は6億80百万円となり、前事業年度末と比較して1億41

百万円減少いたしました。 

 当第３四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4億51百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益20百万円及び減価償

却費2億5百万円等があったものの、仕入債務の減少額4億6百万円、たな卸資産の増加額1億4百万円等によるもので

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2億27百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億9百万

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5億37百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出4億62百万円

があったものの、短期借入金の純増額3億円及び長期借入れによる収入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

80 15

57 83

12

２．財政状態に関する定性的情報

- 3 -

セブン工業㈱（7896）平成22年3月期　第3四半期決算短信



  

  

 依然として厳しい経済環境を背景に新設住宅着工戸数はかつてない低水準にあり、第４四半期における事業環境も

極めて厳しい状況下で推移するものと予想されます。 

 新設住宅着工数が80万戸を割り込むことが予測されるなか、更なる改革や経費削減努力が必要であると認識してお

ります。 

 当期は積層部材のうち、特に積層階段の強化を重点的に展開してまいりましたが、一連の生産体制の改革が功を奏

し、収益改善が図られていることから、第４四半期においても、更なる事業基盤強化とより強固な収益体制の構築に

努めます。 

 また、あらゆる経費削減、生産性の向上を図り、収益性の改善に対し全力で取り組んでまいります。 

 しかしながら売上高減少による影響が大きく、通期の業績見通しは、売上高113億円（前期比△26.4％）、営業利

益60百万円（前事業年度は営業損失5億58百万円）、経常利益20百万円（前事業年度は経常損失5億84百万円）、当期

純利益2億50百万円（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22年１月29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

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 680 822

受取手形及び売掛金 4,076 3,996

商品及び製品 240 283

仕掛品 482 300

原材料及び貯蔵品 657 691

その他 198 153

貸倒引当金 △63 △63

流動資産合計 6,271 6,183

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,262 1,255

土地 2,993 2,993

その他（純額） 661 553

有形固定資産合計 4,917 4,802

無形固定資産 180 190

投資その他の資産   

投資有価証券 161 211

その他 239 255

貸倒引当金 △42 △42

投資その他の資産合計 358 425

固定資産合計 5,457 5,418

資産合計 11,729 11,602
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 2,706 3,118

短期借入金 2,186 1,772

未払法人税等 13 18

賞与引当金 25 100

その他 494 403

流動負債合計 5,426 5,412

固定負債   

長期借入金 1,338 1,215

退職給付引当金 79 40

役員退職慰労引当金 82 89

その他 13 18

固定負債合計 1,514 1,363

負債合計 6,941 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 △65 △78

自己株式 △239 △238

株主資本合計 4,843 4,831

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △55 △4

評価・換算差額等合計 △55 △4

純資産合計 4,788 4,826

負債純資産合計 11,729 11,602
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,073 8,015

売上原価 11,317 7,077

売上総利益 755 937

販売費及び一般管理費 1,181 995

営業損失（△） △425 △57

営業外収益   

受取配当金 26 5

仕入割引 4 1

受取手数料 4 3

その他 8 7

営業外収益合計 43 17

営業外費用   

支払利息 34 34

売上割引 20 8

その他 3 0

営業外費用合計 58 43

経常損失（△） △440 △83

特別利益   

固定資産売却益 1 3

貸倒引当金戻入額 － 0

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 301 116

特別損失   

固定資産売却損 3 0

固定資産廃棄損 15 11

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 －

その他 0 －

特別損失合計 352 12

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △491 20

法人税、住民税及び事業税 8 7

法人税等調整額 184 △0

法人税等合計 192 7

四半期純利益又は四半期純損失（△） △683 12

- 7 -

セブン工業㈱（7896）平成22年3月期　第3四半期決算短信



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△491 20

減価償却費 404 205

負ののれん償却額 △2 △2

減損損失 34 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24 △0

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 144 －

受取利息及び受取配当金 △26 △5

支払利息 34 34

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △300 －

固定資産除売却損益（△は益） 17 7

売上債権の増減額（△は増加） △117 △80

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,276 △104

仕入債務の増減額（△は減少） 56 △406

その他 50 △100

小計 1,106 △431

利息及び配当金の受取額 26 5

利息の支払額 △33 △34

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 1,064 △451

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 △1 △1

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 △309 △209

有形固定資産の売却による収入 3 1

その他 △21 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △278 △227

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） △850 300

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 △403 △462

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 △1,091 537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △305 △141

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 366 680
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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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（重要な後発事象）  

 平成21年12月24日開催の取締役会において、関連会社であるパナソニック電工岐阜株式会社の当社所有の全株式を

パナソニック電工株式会社へ譲渡することを決議し、平成22年１月１日締結の株式譲渡契約に基づき、平成22年１月

５日に譲渡いたしました。 

１．譲渡内容 

 パナソニック電工株式会社より同社株式取得の申し出があったことに伴い、当社が所有する同社の全株式をパナ

ソニック電工株式会社に譲渡することといたしました。 

２．譲渡先の名称 

 パナソニック電工株式会社  

３．譲渡日程 

 平成22年１月１日 株式譲渡契約書締結 

 平成22年１月５日 株式譲渡  

４．譲渡株式数、譲渡価額、譲渡前後の所有株式及び所有割合 

 （１） 異動前の所有株式数  540株（所有割合 30.0％） 

 （２） 譲渡株式数      540株（譲渡価額 166百万円） 

 （３） 異動後の所有株式数    0株（所有割合  0.0％）  

５．業績に与える影響 

（１）株式譲渡により、平成22年３月期において関係会社株式売却益139百万円を特別利益に計上いたします。 

（２）パナソニック電工株式会社及びパナソニック電工岐阜株式会社との取引は今後も継続してまいります。 

  

６．その他の情報
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