
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ニホンフラッシュ株式会社 上場取引所 東 

コード番号 7820 URL http://www.nfnf.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高橋 栄二

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 坂東 資康 TEL 0885-32-3431
四半期報告書提出予定日 平成21年2月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 5,320 △14.0 337 74.4 355 49.3 △147 ―

21年3月期第3四半期 6,188 ― 193 ― 237 ― 107 ―

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 △24.87 ―

21年3月期第3四半期 17.66 ―

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 7,731 5,204 67.3 884.74
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3四半期  5,204百万円 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  有  
 

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 7,150 △11.4 410 23.9 440 14.3 △70 ― △11.48



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3四半期 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3四半期 217,594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3四半期 5,946,078株 21年3月期第3四半期 6,099,903株



 当第3四半期連結累計期間の国内経済は、景気指標の一部に持ち直しの兆しが見え始めたものの、企業収益の低

迷、デフレの進行、雇用環境の悪化等、依然として厳しい状況が続いております。 

 当社グループの国内業績に影響を及ぼす平成21年4月～12月の新設住宅着工戸数は、総数で前年同期比29.9％減の

588千戸と13ヶ月連続の減少となり、内訳につきましては、特に分譲マンションの減少が大きく、前年同期比65.6％

減の46千戸となっております。 

 一方、中国経済の状況は、前半は金融危機の影響で不振が続いたものの、年度後半に急回復し、2009年に新規着工

した住宅等の建築面積は前年比12.5％増の11億5,400万㎡（中国国家統計局公表）に達し、１戸当たり120㎡で換算す

ると960万戸となります。 

 このような経営環境の中、当社グループは国内では量的拡大を追わず、経営効率化に徹した諸施策を積極的に実行

してまいりました。また、中国では、成長を続ける中国市場への供給体制を確保するため、青島工場を平成21年５月

に竣工いたしました。 

 この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比14.0％減）となりました。利益面では、

営業利益は 百万円（同74.4％増）、経常利益は 百万円（同49.3％増）と、いずれも前年同期を大幅に上回るこ

とができましたが、取引先の倒産により特別損失638百万円が発生したこと等から、四半期純損失147百万円（前年同

期は四半期純利益107百万円）を計上しております。 

当第３四半期連結累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431百万円減少してお

ります。これは主に現金及び預金の減少691百万円等によるものです。 

負債総額は 百万円となり、前連結会計年度末より42百万円減少しております。これは主に未払法人税等の減

少74百万円等によるものです。 

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388百万円減少しております。これは主として

利益剰余金の減少268百万円、自己株式の増加108百万円等によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は67.3％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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、691百万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67百万円の支出となりました。主なプラス要因は投資有価証券評価損益

298百万円、減価償却費134百万円等であり、主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失249百万円等でありま

す。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は461百万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223百万円、投資有価証券の取得による支出221百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は160百万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68百万円であり、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108百万円でありま

す。 

  平成22年３月期の通期業績予想につきましては、今後においても景気の急激な回復は見込めず、厳しい経営環境が

続くものと予想され、通期の業績予想の見直しを行い、平成21年５月11日に公表いたしました業績予想を修正いたし

ました。 

 なお、期末配当額につきましては、前回公表の予想額20円を据え置いております。 

 詳細は、平成22年２月８日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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

5,320

337 355

２．連結財政状態に関する定性的情報

7,731

2,526

5,204

527

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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 696,782 1,388,771

受取手形及び売掛金 2,234,741 2,247,535

商品及び製品 242,193 168,006

仕掛品 108,054 119,657

原材料及び貯蔵品 254,848 283,627

繰延税金資産 161,583 39,700

未収入金 126,553 60,899

その他 149,076 42,645

貸倒引当金 △37,000 △8,377

流動資産合計 3,936,834 4,342,466

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,020,014 819,227

土地 962,125 962,125

その他（純額） 454,705 560,609

有形固定資産合計 2,436,845 2,341,963

無形固定資産   

のれん 25,000 40,000

その他 145,497 146,874

無形固定資産合計 170,497 186,874

投資その他の資産   

投資有価証券 598,452 684,429

関係会社出資金 44,700 62,902

繰延税金資産 297,602 301,620

その他 275,253 296,008

貸倒引当金 △28,929 △53,820

投資その他の資産合計 1,187,077 1,291,140

固定資産合計 3,794,420 3,819,979

資産合計 7,731,254 8,162,445



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,339,972 1,366,610

短期借入金 257,752 193,235

未払金 234,051 214,421

未払法人税等 7,270 81,505

未払消費税等 12,455 16,148

賞与引当金 34,271 58,602

その他 71,490 29,695

流動負債合計 1,957,265 1,960,220

固定負債   

退職給付引当金 234,155 273,955

長期未払金 335,452 335,452

固定負債合計 569,607 609,407

負債合計 2,526,873 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 3,943,925 4,212,685

自己株式 △150,154 △41,810

株主資本合計 5,350,770 5,727,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △61,283 △55,598

為替換算調整勘定 △85,106 △79,458

評価・換算差額等合計 △146,389 △135,056

純資産合計 5,204,381 5,592,817

負債純資産合計 7,731,254 8,162,445



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 6,188,194 5,320,429

売上原価 4,384,164 3,554,779

売上総利益 1,804,030 1,765,649

販売費及び一般管理費 1,610,247 1,427,745

営業利益 193,783 337,903

営業外収益   

受取利息 2,986 1,838

受取配当金 20,414 19,273

受取賃貸料 8,361 8,880

為替差益 15,760 －

その他 5,670 14,640

営業外収益合計 53,194 44,632

営業外費用   

支払利息 6,595 8,344

為替差損 － 17,388

その他 2,428 1,520

営業外費用合計 9,023 27,253

経常利益 237,954 355,283

特別利益   

固定資産売却益 5,021 －

貸倒引当金戻入額 － 1,800

退職給付制度終了益 － 32,037

特別利益合計 5,021 33,837

特別損失   

固定資産除却損 32 64

会員権売却損 － 162

投資有価証券売却損 5,158 －

投資有価証券評価損 － 298,000

貸倒引当金繰入額 54,826 －

貸倒損失 － 340,139

特別損失合計 60,016 638,366

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（△）

182,958 △249,245

法人税等 75,245 △101,353

四半期純利益又は四半期純損失（△） 107,712 △147,892



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,118,387 1,803,203

売上原価 1,465,142 1,164,838

売上総利益 653,245 638,364

販売費及び一般管理費 486,834 492,920

営業利益 166,410 145,444

営業外収益   

受取利息 1,554 616

受取配当金 1,879 1,753

受取賃貸料 2,895 2,835

その他 2,820 2,427

営業外収益合計 9,150 7,633

営業外費用   

支払利息 1,307 1,950

為替差損 9,233 20,768

その他 341 474

営業外費用合計 10,882 23,193

経常利益 164,678 129,883

特別利益   

投資有価証券評価損戻入額 3,591 －

特別利益合計 3,591 －

特別損失   

投資有価証券売却損 5,158 －

投資有価証券評価損 － 298,000

貸倒引当金繰入額 54,826 －

貸倒損失 － 340,139

特別損失合計 59,984 638,139

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（△）

108,285 △508,256

法人税等 31,443 △207,688

四半期純利益又は四半期純損失（△） 76,842 △300,567



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(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（△）

182,958 △249,245

減価償却費 106,271 134,971

のれん償却額 15,000 15,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 55,935 3,731

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,298 △39,799

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,423 △24,331

受取利息及び受取配当金 △23,401 △21,112

支払利息 6,595 8,344

為替差損益（△は益） △4,876 △4

有形固定資産除却損 32 64

有形固定資産売却損益（△は益） △5,021 －

投資有価証券売却損益（△は益） 5,158 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 298,000

売上債権の増減額（△は増加） 877,148 9,387

たな卸資産の増減額（△は増加） △128,433 △35,114

仕入債務の増減額（△は減少） △277,139 △25,346

会員権売却損益（△は益） － 162

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,738 △3,580

その他の資産の増減額（△は増加） △85,814 △60,036

その他の負債の増減額（△は減少） △13,869 63,600

小計 627,682 74,689

利息及び配当金の受取額 22,910 21,076

利息の支払額 △6,735 △9,606

法人税等の支払額 △181,555 △153,595

営業活動によるキャッシュ・フロー 462,302 △67,435

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 28,952 1,003

投資有価証券の取得による支出 △7,746 △221,560

投資有価証券の売却による収入 1,758 －

有形固定資産の取得による支出 △163,975 △223,659

無形固定資産の取得による支出 △84,031 △6,578

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 431 925

投資その他の資産の増減額（△は増加） － △11,835

投資活動によるキャッシュ・フロー △224,611 △461,704

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） △106,271 68,313

長期借入金の返済による支出 △36,336 －

自己株式の取得による支出 △22 △108,343

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 △264,627 △160,897

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,146 △1,950

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,789 △691,988

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 1,172,042 527,382



 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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