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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 7,122 △11.7 438 32.6 478 24.2 △83 ―

21年3月期 8,068 △26.3 330 △54.5 385 △42.9 192 △56.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △14.05 ― △1.5 6.1 6.2
21年3月期 31.55 ― 3.4 4.4 4.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 7,392 5,270 71.3 904.93
21年3月期 8,162 5,592 68.5 927.17

（参考） 自己資本  22年3月期  5,270百万円 21年3月期  5,592百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 178 △537 △280 583
21年3月期 794 △446 △308 1,219

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 20.00 20.00 120 63.4 2.1
22年3月期 ― ― ― 20.00 20.00 116 △142.3 2.2

23年3月期 
（予想）

― ― ― 20.00 20.00 31.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

2,900 △17.5 50 △73.9 60 △73.3 35 △77.1 5.74

通期 8,500 19.3 660 50.4 660 38.1 390 ― 63.93
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 275,494株 21年3月期 67,894株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 5,891 △19.1 313 2.7 414 13.2 △136 ―

21年3月期 7,285 △26.3 305 △48.4 365 △37.9 176 △52.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △23.10 ―

21年3月期 28.91 ―

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 6,946 5,183 74.6 889.95
21年3月期 7,844 5,572 71.0 923.79

（参考） 自己資本 22年3月期  5,183百万円 21年3月期  5,572百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。 

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 
累計期間

2,560 △15.8 50 △71.3 60 △71.7 35 △75.3 5.74

通期 6,500 10.3 450 43.7 530 28.0 310 ― 50.82
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(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の概況 

当連結会計年度の国内経済は、年度後半にかけて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、厳しい状況が続いた事業年度となりました。 

 当社グループの国内業績に影響を及ぼす平成21年の新設住宅着工戸数は、前年比24.7％減の788千戸と45年ぶり

の低水準となりました。また、内訳につきましては、当社の主力仕向先である分譲マンションの減少が大きく、前

年比58.0％減の76千戸となりました。 

このような経営環境の中、当連結会計年度において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。 

 経営効率化への主な取組みは以下のとおりです。 

イ．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。 

ロ．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。 

ハ．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、積載効率の向上に留意し、運送費を削減しまし

た。 

 また、研究開発にも積極的に取り組み、実績として新工法による特許申請１件（框扉風額なしフラッシュド

ア）、意匠出願３件（デルタシリーズ他）を行っております。設備につきましては、昨年度導入した木口巻き込み

ドア（エンドロール）の自動生産ラインも本格稼動を開始いたしました。 

【中国】 

 中国経済の状況は、年度前半は金融危機の影響でやや低迷が続いたものの、後半には政府の積極的な経済刺激策

を受け急回復し、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、その90％を住宅とし1戸当たり100㎡で換算すると1,038万戸となります。 

 このような成長を続けるマーケットへの供給体制を確保すため、平成21年5月に日門（青島）建材有限公司の新

工場が竣工しました。また、販売網については営業事務所を5ヶ所増設し11ヶ所とし、販売代理店は新しく4社との

代理店契約を結び16社とする等、積極的な営業活動を展開いたしました。営業活動の成果として、中海（大連）投

資有限公司、金地集団上海公司、内陸部では西安万科置業有限公司、成都万科置業有限公司等の大手優良企業と取

引を開始いたしました。 

収益面では、営業利益は438百万円（同32.6％増）、経常利益は478百万円（同24.2％増）と、経営効率化の成

果等により、いずれも前年同期を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、当期純損失83万円（前年同期は当期純利益192百万円）を計上いたしました。 

②品目別の状況 

 当社グループの主力商品である室内ドアは、前連結会計年度比8.0％減少いたしました。また、収納ボックスは

同26.5％減少し、化粧造作材は同14.4％増加いたしました。 

 品目別による売上高、受注高、受注残高は次のとおりであります。 

   １）品目別売上高明細書 

（注）当連結会計年度より品目別売上高の内訳を変更したため、前連結会計年度比較にあたっては前連結会計年度

分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

  

１．経営成績

  
当連結会計年度  

（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）  

  
金額 

 （千円） 

構成比  

（％） 

前連結会計年度比  

（％） 

 室内ドア  5,499,924  77.2  92.0

 収納ボックス  468,022  6.6  73.5

 化粧造作材  805,654  11.3  114.4

 その他  349,325  4.9  46.7

 合計  7,122,925  100.0  88.3
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   ２）品目別受注高及び受注残高 

（注）当連結会計年度より品目別受注高及び受注残高の内訳を変更したため、前連結会計年度比較にあたっては前

連結会計年度分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

  

③次期の見通し 

今後の国内経済の見通しにつきましては、デフレの影響など、景気を下押しするリスクが引き続き存在し、雇用

情勢についても厳しさが残り、海外経済や企業収益が改善されるものの、先行きは依然として不透明な状況が続く

ものと思われます。 

住宅関連業界におきましても、平成21年に788千戸と低迷した新設住宅着工戸数は、やや回復する兆しはあるも

のの、厳しい状況は依然として継続するものと思われます。 

このような状況下、国内につきましては東日本エリアの営業力を強化し、集合マンション以外の新たな販路の開

拓を積極的に推進しながら、高機能・高品質の差別化された新製品の開発、及び大幅なコストダウンに取り組み、

受注強化を図ってまいります。 

中国市場につきましては、同国の生活水準の向上により高級品の需要が増加しており、加えて中国政府が投機的

な不動産取得を回避させるため進めている分譲マンションのスケルトンからインフィル化への移行と、当社グルー

プの受注から施工までを一元管理するシステムが合致し、実需に裏付けされた受注が続いております。今後も計画

的に代理店網等のネットワークを拡充し、営業力の強化を行い、連結売上高に占める海外売上高比率を現在の17％

から25％に伸ばすことを目標とし、活発な中国市場へ積極的な営業展開を進めてまいります。 

以上により、次期の連結業績予想としましては、売上高は8,500百万円（前年同期比19.3％増）、営業利益は660

百万円（同50.4％増）、経常利益は660百万円（同38.1％増）、当期純利益は390百万円（前年同期は当期純損失83

百万円）を見込んでおります。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における資産総額は7,392百万円となり、前連結会計年度末より769百万円減少しております。

これは主に現金及び預金の減少635百万円によるものです。 

 負債総額は2,122百万円となり、前連結会計年度より447百万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337百万円、未払法人税等の減少68百万円によるものです。 

 純資産につきましては、5,270百万円となり、前連結会計年度末より322百万円減少しております。これは主に利

益剰余金の減少204百万円、及び自己株式の増加148百万円によるものです。 

②キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、583百万円となり、前会計年度末よ

り635百万円減少いたしました。 

 当連結会計年度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） 

 営業活動により増加した資金は178百万円となりました。これは主に、投資有価証券評価損298百万円、減価償

却費194百万円、たな卸資産の減少額186百万円、仕入債務の減少額339百万円、税金等調整前当期純損失126百万

円によるものです。 

  

  
当連結会計年度  

（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）  

   受注高  受注残高 

  
金額 

 （千円） 

前連結会計年度比 

 （％） 

金額 

 （千円） 

前連結会計年度比 

 （％） 

 室内ドア  5,004,219  91.1  1,796,706  78.4

 収納ボックス  225,623  65.0  134,046  35.6

 化粧造作材  709,796  92.8  246,196  72.0

 その他  273,496  48.4  94,487  55.5

 合計  6,213,134  86.6  2,271,435  71.4
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により減少した資金は537百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出268百万

円、投資有価証券の取得による支出248百万円によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により減少した資金は280百万円となりました。これは主に自己株式の取得による支出155百万円、配

当金の支払額120百万円によるものです。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い  

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）時価ベースの自己資本比率につきましては、上場後の第44期から記載しております。 

（注４）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 （注５）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の剰余金の配当に関する基本方針は、収益状況に対応した上で、株主還元の充実を図る一方で、企業体質の強

化、及び業容の拡大に備え、筋肉質の体制を確保することを目標としています。この体制を維持し、業界内部におけ

る競争激化に対処し、コスト競争力を高めるための設備投資等の資金需要に備えることで、将来的には収益の向上を

通じて株主の皆様に還元できるものと考えております。 

 この方針のもと、当期末配当金については当初予定通り１株当たり20円00銭を予定しております。 

 次期につきましても、１株当たり20円00銭の配当を予定しております。 

(4）事業等のリスク 

 ※最近の有価証券報告書（平成21年6月26日提出）から新たなリスクが顕在化していないため、記載を省略しており

ます。当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。 

   （当社ホームページ） 

     http://www.nfnf.co.jp/ 

   （金融庁ＥＤＩＮＥＴホームページ） 

     http://info.edinet-fsa.go.jp/ 

  

  
第42期

平成18年3月期
第43期

平成19年3月期
第44期

平成20年3月期
第45期 

平成21年3月期 
第46期

平成22年3月期

自己資本比率（％）  60.8  59.8  60.5  68.5  71.3

時価ベースの自己資本比率

（％） 
― ―  38.8  46.6  54.4

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 0.9  684.4  1.3  0.2  1.1

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 58.4  0.0  22.9  97.3  26.6
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(1）事業の内容 

 当社グループは、当社及び海外連結子会社３社で構成されており、室内ドア、収納ボックス及び化粧造作材等の内

装システム部材の製造販売を主に行っております。当社は日本国内における製品の製造販売を行い、連結子会社２社

につきましては、主として中国国内向けの製品の製造販売を行っており、設立後間もない連結子会社１社（商事会

社）においては今後中国国内販売に加え、日本との輸出入についても増強を図ってまいります。 

 当社グループは、デベロッパー等のニーズに応えるために昭和61年より、生産システムにＭＲＰ（※注）を導入

し、デベロッパー等の希望する仕様及び納期に合わせた多品種少量生産が可能な体制を構築してまいりました。現在

では、引合～受注～調達～生産～納入～回収までの過程を一元管理するシステムを導入し、事業運営の効率化を図っ

ております。 

 一方、製品開発の分野におきましても、住宅購入者の嗜好を意識した「内装のトータルコーディネート」、「環

境・高齢化に配慮した製品開発」に取り組み、環境にやさしく、安全で個性豊かな自分らしさを主張できる製品を生

み出してまいりました。これらの当社グループのオリジナル製品をハウスメーカー、デベロッパー及び地方のホーム

ビルダーに提案し、事業を拡大してまいりました。  

 当社グループの取扱品目の内容は以下のとおりであります。  

＜室内ドア＞  

 住宅の内装に用いる木製のドアです。リビング、洋室、洗面、トイレ、和室などに用いる開き戸、引戸及び折戸等

があります。  

＜収納ボックス＞  

 住宅の内装に用いる、据付けの木製の家具です。玄関収納（下駄箱など）、洋室収納（クローゼットなど）、洗面

収納（つり戸棚など）等があります。 

＜化粧造作材＞ 

 住宅の内装に用いる建材です。窓アルミサッシの室内側に取り付ける木製のサッシ額縁、床と壁の境に装飾的に取

り付ける幅木、天井と壁の境に装飾的に取り付ける木製の廻り縁などがあります。 

＜その他＞  

 仕入商品等です。住宅の内装に用いる部品（ドアクローザー、戸当りなど）及び襖、障子などがあります。 

  

注）Material Requirements Planning 資材所要量計画（狭義） 

  Management Resources Planning  総合的生産管理（広義）  

  

(2）事業系統図 

    

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 欧米のように建築のパーツが店頭に並び、自動車、船、電気製品のパーツのごとく売られる。このときを夢見て、

ニホンフラッシュ株式会社は昭和４０年創業いたしました。然るに、近年人々の求める室内ドア、収納ボックス、化

粧造作材は、インテリア構成材として装飾性をより志向し、その上、デザイン、カラー、機能などに関し一層の多様

化、個性化が進行し、大量生産型の規格品では通用しなくなってまいりました。 

 このような流れの中、当社グループはお客様の真のニーズに迅速にお応えするために、顧客からの営業情報を、

即、生産情報に変換できるシステムの構築に成功いたしました。今後も当社グループは、この生産システムを積極的

に活用した事業運営を続けてまいります。  

(2）目標とする経営指標 

  当社グループは経営指標として、売上高営業利益率10％を掲げております。この指標は事業効率向上と株主価値の

最大化を図るためのものであり、連結・個別ともに継続的に達成できるための強い体質を確立することを目標として

おります。目標達成策として、合理化、原価低減、高い効率の設備投資等により一人当たりの生産性を高め、長年か

けて創り上げた多品種少量生産のＩＴ技術を有効に活用し、従業員一人ひとりが常に利益を意識した活動を行ってま

いります。 

 今後も目標達成に向けて各施策を実施し、 業績及び株主価値の向上を図ってまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 今後の木質内装業界は、国内においては少子高齢化が進むことから、新設住宅着工戸数の増加は期待できなく、厳

しい受注、価格競争が継続するものと予想されます。反面、海外においては中国のように拡大を続けるマーケットと

して大きな需要が継続されております。このような状況下にあって、当社の持つ受注生産の強みを発揮できる分譲マ

ンション市場に加え、戸建分野等への新たな販路を開拓し、１戸当たりに占める自社製品の占有率のアップとコスト

競争力を確保し、着実な業容拡大と安定した利益確保に努めてまいります。 

①中国国内の旺盛な需要に対応するため、計画的に供給能力の拡大を図ります。また、昆山日門建築装飾有限公司に

おいては、本社並みのＩＴ化を図り、引合～受注～調達～生産～納入～回収を管理する一気通貫システムを導入

し、業務の効率化を行います。 

  また、販売体制の強化に向けて代理店網の拡充を図り、当社グループのブランドを確立させ、同国沿海部を中心

とした事業拡大を継続するとともに、同国内陸部へも積極的に進出を行い、併せて日門（上海）貿易有限公司の輸

出入業務を拡大させることで、連結売上高に占める海外売上高比率を将来的に50％まで高めてまいります。 

②日本国内では、営業力増強と販売網拡充を図るため、都市部の営業拠点へのベテラン営業マンの投入等を行い、よ

り充実した体制を構築いたします。また、業務フローを見直し、大幅なコストダウンに向けた経営の効率化に取り

組んでまいります。 

③生産体制においては、生産品目に即したレイアウト変更と省力化を図り、生産性向上および市場ニーズに適応する

新製品・新デザインの開発に積極的に取組んでまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループをとりまく環境は、内外の諸情勢からみて、今後とも厳しい状況が予想されます。日本国内における

昨今の不況による住宅需要の大幅な減少に加え、長期的にも少子化等の要因により市場規模が縮小することが予想さ

れることから、損益分岐点を短期間に集中して引き下げを行い、厳しい環境化にあっても利益を計上できる強い体制

を確保いたします。また、中国国内においては良好な市場への積極的なチャレンジにより高成長を確保するため、今

後とも諸施策を着実に実施してまいります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,388,771 753,261

受取手形及び売掛金 2,247,535 2,207,728

商品及び製品 168,006 86,602

仕掛品 119,657 88,617

原材料及び貯蔵品 283,627 212,017

繰延税金資産 39,700 127,920

未収入金 60,899 17,366

その他 42,645 113,035

貸倒引当金 △8,377 △38,000

流動資産合計 4,342,466 3,568,548

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,197,145 2,495,819

減価償却累計額 △1,377,917 △1,437,750

建物及び構築物（純額） 819,227 1,058,069

機械装置及び運搬具 690,110 833,260

減価償却累計額 △400,033 △479,067

機械装置及び運搬具（純額） 290,076 354,192

土地 962,125 962,125

建設仮勘定 226,624 －

その他 113,914 172,901

減価償却累計額 △70,005 △102,701

その他（純額） 43,908 70,199

有形固定資産合計 2,341,963 2,444,588

無形固定資産   

のれん 40,000 20,000

その他 146,874 147,995

無形固定資産合計 186,874 167,995

投資その他の資産   

投資有価証券 684,429 663,670

関係会社出資金 62,902 44,700

繰延税金資産 301,620 264,755

会員権 74,297 73,647

その他 221,711 193,140

貸倒引当金 △53,820 △28,182

投資その他の資産合計 1,291,140 1,211,731

固定資産合計 3,819,979 3,824,315

資産合計 8,162,445 7,392,863
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,366,610 1,029,139

短期借入金 193,235 195,608

未払金 214,421 204,671

未払法人税等 81,505 12,878

未払消費税等 16,148 19,872

賞与引当金 58,602 54,936

その他 29,695 35,501

流動負債合計 1,960,220 1,552,608

固定負債   

長期未払金 335,452 335,452

退職給付引当金 273,955 234,015

固定負債合計 609,407 569,467

負債合計 2,569,627 2,122,076

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 4,212,685 4,008,565

自己株式 △41,810 △189,882

株主資本合計 5,727,874 5,375,682

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △55,598 △38,665

繰延ヘッジ損益 － －

為替換算調整勘定 △79,458 △66,229

評価・換算差額等合計 △135,056 △104,895

純資産合計 5,592,817 5,270,787

負債純資産合計 8,162,445 7,392,863
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 8,068,920 7,122,925

売上原価 5,665,137 4,780,894

売上総利益 2,403,783 2,342,031

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  2,072,817 ※1, ※2  1,903,317

営業利益 330,965 438,713

営業外収益   

受取利息 3,644 2,937

受取配当金 20,414 20,886

為替差益 20,784 －

受取賃貸料 11,400 11,946

助成金収入 － 14,468

その他 9,483 8,812

営業外収益合計 65,728 59,050

営業外費用   

支払利息 8,166 6,723

為替差損 － 10,438

その他 3,456 2,534

営業外費用合計 11,623 19,696

経常利益 385,070 478,067

特別利益   

固定資産売却益 ※4  5,021 －

投資有価証券売却益 2 －

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 5,024 33,837

特別損失   

固定資産除却損 ※3  28 ※3  65

投資有価証券売却損 5,158 －

貸倒損失 － 340,163

貸倒引当金繰入額 51,547 －

投資有価証券評価損 － 298,000

その他 － 185

特別損失合計 56,734 638,414

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

333,360 △126,509

法人税、住民税及び事業税 129,856 19,575

法人税等調整額 11,145 △62,832

法人税等合計 141,002 △43,257

当期純利益又は当期純損失（△） 192,357 △83,251
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 866,000 866,000

当期末残高 866,000 866,000

資本剰余金   

前期末残高 691,000 691,000

当期末残高 691,000 691,000

利益剰余金   

前期末残高 4,141,020 4,212,685

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 1,305 －

当期変動額   

剰余金の配当 △121,998 △120,868

当期純利益又は当期純損失（△） 192,357 △83,251

当期変動額合計 70,359 △204,119

当期末残高 4,212,685 4,008,565

自己株式   

前期末残高 △48 △41,810

当期変動額   

自己株式の取得 △41,762 △148,071

当期変動額合計 △41,762 △148,071

当期末残高 △41,810 △189,882

株主資本合計   

前期末残高 5,697,972 5,727,874

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 1,305 －

当期変動額   

剰余金の配当 △121,998 △120,868

当期純利益又は当期純損失（△） 192,357 △83,251

自己株式の取得 △41,762 △148,071

当期変動額合計 28,596 △352,191

当期末残高 5,727,874 5,375,682
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △10,226 △55,598

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,371 16,932

当期変動額合計 △45,371 16,932

当期末残高 △55,598 △38,665

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,794 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,794 －

当期変動額合計 1,794 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 66,147 △79,458

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △145,606 13,229

当期変動額合計 △145,606 13,229

当期末残高 △79,458 △66,229

評価・換算差額等合計   

前期末残高 54,126 △135,056

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △189,183 30,161

当期変動額合計 △189,183 30,161

当期末残高 △135,056 △104,895

純資産合計   

前期末残高 5,752,099 5,592,817

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 1,305 －

当期変動額   

剰余金の配当 △121,998 △120,868

当期純利益 192,357 △83,251

自己株式の取得 △41,762 △148,071

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △189,183 30,161

当期変動額合計 △160,586 △322,029

当期末残高 5,592,817 5,270,787
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

333,360 △126,509

減価償却費 134,552 194,451

のれん償却額 20,000 20,000

為替差損益（△は益） △2,355 △3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 51,547 3,984

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,641 △39,939

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,440 △3,666

受取利息及び受取配当金 △24,059 △23,824

支払利息 8,166 6,723

有形固定資産除却損 28 65

有形固定資産売却損益（△は益） △5,021 －

会員権売却損益（△は益） － 185

投資有価証券評価損益（△は益） － 298,000

投資有価証券売却損益（△は益） 5,155 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,290,700 45,598

たな卸資産の増減額（△は増加） 138,484 186,282

仕入債務の増減額（△は減少） △785,518 △339,665

未払消費税等の増減額（△は減少） － 3,434

その他の資産の増減額（△は増加） △66,221 79,004

その他の負債の増減額（△は減少） △120,389 7,004

小計 951,630 311,124

利息及び配当金の受取額 24,082 23,924

利息の支払額 △6,682 △7,217

法人税等の支払額 △174,589 △149,087

営業活動によるキャッシュ・フロー 794,441 178,744

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 △389,505 △268,368

無形固定資産の取得による支出 △76,223 △8,860

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 △10,317 △248,830

投資有価証券の売却による収入 1,952 －

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 493 500

その他の支出 △1,417 △13,346

その他の収入 － 464

投資活動によるキャッシュ・フロー △446,064 △537,436
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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） △113,711 △4,081

長期借入金の返済による支出 △38,336 －

自己株式の取得による支出 △34,634 △155,195

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 △308,680 △280,145

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,156 3,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21,539 △635,509

現金及び現金同等物の期首残高 1,197,832 ※1  1,219,371

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,219,371 ※1  583,861
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 該当事項はありません。 

  

(5）継続企業の前提に関する注記
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(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 ２社 

昆山日門建築装飾有限公司 

日門（青島）建材有限公司 

(1）連結子会社の数 ３社 

昆山日門建築装飾有限公司 

日門（青島）建材有限公司 

日門（上海）貿易有限公司 

上記のうち、日門（上海）貿易有限公

司については、当連結会計年度において

重要性が増加したため、連結の範囲に含

めております。  

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社  

日門（上海）貿易有限公司 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は連結総資産、連結売上

高、連結当期純損益及び連結利益剰余金

等に及ぼす影響がいずれも軽微であり、

かつ全体としても、連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、連結の範

囲から除外しております。 

────── 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない非連結子会社及び関連

会社 

エフ・グループ協同組合 

日門（上海）貿易有限公司  

持分法を適用しない非連結子会社及び関連

会社 

エフ・グループ協同組合  

  持分法を適用しない理由 

 連結当期純損益（持分に見合う額）及び

連結利益剰余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。 

持分法を適用しない理由 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社である昆山日門建築装飾有限

公司及び日門（青島）建材有限公司の決算

日は12月31日であります。 

  

 連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日３月31日

までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

 連結子会社である昆山日門建築装飾有限

公司、日門（青島）建材有限公司及び日門

（上海）貿易有限公司の決算日は12月31日

であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日３月31日

までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

  

(1）有価証券 

(イ)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。 

(1）有価証券 

(イ)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

時価のないもの 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (2）デリバティブ 

時価法 

────── 

  

  (3）たな卸資産 

総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。

(会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分）を適用

しております。 

これにより売上総利益、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益は、

それぞれ9,673千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。  

(2）たな卸資産 

同左  

  

  

────── 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社は平成10年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）については定

額法を採用し、それ以外の有形固定資産

については定率法を採用しております。

 また、連結子会社については定額法を

採用しております。 

 なお、耐用年数については次のとおり

であります。 

建物及び構築物   ７年～47年 

機械装置及び運搬具 ２年～10年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

   （追加情報） 

 当社の機械装置については、従来、耐

用年数を10年としておりましたが、当連

結会計年度より８年に変更しておりま

す。 

この変更は、平成20年度の税制改正を

契機として資産の使用状況を見直した結

果、耐用年数を変更したものでありま

す。 

これにより、売上総利益、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益

は、それぞれ3,904千円減少しておりま

す。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

────── 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (2）無形固定資産 

 当社は定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェアについては社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

 のれんについては５年間で均等償却し

ております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 当社は従業員に支給する賞与に充てる

ため、支給見込額のうち当連結会計年度

に負担すべき金額を計上しております。

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

 当社は従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づいて計

上しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。 

(3）退職給付引当金 

 当社は従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づいて計上しておりま

す。  

 数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。 

（追加情報） 

 当社は、平成21年６月に退職一時金

制度の一部について確定拠出年金制度

へ移行し、「退職給付制度間の移行に

関する会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号）を適用しております。 

 本移行に伴う影響額は、当連結会計

年度の特別利益として32,037千円計上

されております。 

  

（会計方針の変更）  

 当連結会計年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利

益、税金等調整前当期純損失及び退職

給付債務に与える影響はありません。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。な

お、在外連結子会社等の換算は、在外連

結子会社の決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めておりま

す。 

同左 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

────── ────── 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。

────── 

  

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替スワップション 

ヘッジ対象…輸入による外貨建買入債

務及び外貨建予定取引 

  

  

  (3）ヘッジ方針 

 主に当社の内規である「デリバティブ

取引管理規程」に基づき、為替変動リス

クをヘッジしております。 

  

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時及びその後も継続してキ

ャッシュフローの変動を完全に相殺する

ものと想定することができるため、ヘッ

ジの有効性の判定を省略しております。

  

(7）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

同左 
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(7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

これによる損益に与える影響はありません。  

────── 

（連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告

第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。 

 これにより税金等調整前当期純利益は、210千円減少し

ております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。 

────── 

(8）表示方針の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表関係） 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年

８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連

結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛

品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。な

お、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及

び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

244,053千円、131,187千円、356,423千円であります。 

────── 
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(9）注記事項

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要費目及び金額は次

のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要費目及び金額は次

のとおりであります。 

運賃     419,467千円

現場管理費 479,529 

役員報酬     112,444 

給料及び手当     388,676 

賞与引当金繰入額      17,204 

退職給付費用      8,757 

減価償却費      31,102 

研究開発費  35,027 

運賃     千円312,164

現場管理費  453,489

役員報酬      112,160

給料及び手当      392,431

賞与引当金繰入額       16,985

退職給付費用       7,844

減価償却費       34,732

研究開発費   29,359

貸倒引当金繰入額   29,622

※２．一般管理費に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費 

  35,027千円   千円29,359

※３．固定資産除却損の内容 ※３．固定資産除却損の内容 

 その他      千円28  その他  千円65

※４．固定資産売却益の内容           ―――――― 

 機械装置及び運搬具 千円5,021   

（原因）香川工場の閉鎖によるものであります。   
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１）普通株式の自己株式の株式数の増加67,814株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加

67,700株、単元未満株式の買取りによる増加114株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

 発行済株式         

普通株式  6,100,000  －  －  6,100,000

合 計  6,100,000  －  －  6,100,000

 自己株式         

普通株式  80  67,814  －  67,894

合 計  80  67,814  －  67,894

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成20年５月30日 

取締役会 
普通株式  121,998  20 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当た
り配当額 
（円） 

基準日 効力発生日

平成21年５月29日 

取締役会 
普通株式  120,868 利益剰余金  20 平成21年３月31日 平成21年６月29日 
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１）普通株式の自己株式の株式数の増加207,600株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加

207,600株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

 発行済株式         

普通株式  6,100,000  －  －  6,100,000

合 計  6,100,000  －  －  6,100,000

 自己株式         

普通株式  67,894  207,600  －  275,494

合 計  67,894  207,600  －  275,494

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成21年５月29日 

取締役会 
普通株式  120,868  20 平成21年３月31日 平成21年６月29日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当た
り配当額 
（円） 

基準日 効力発生日

平成22年５月14日 

取締役会 
普通株式  116,490 利益剰余金  20 平成22年３月31日 平成22年６月30日 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

（千円）

（平成22年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,388,771

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△169,400

現金及び現金同等物 1,219,371

現金及び預金勘定 753,261

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△169,400

現金及び現金同等物 583,861
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前連結会計年度（平成21年３月31日）  

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）  有価証券の減損にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合に

は「著しく下落した」ものとし、50％以上下落したものについては減損処理を行っております。また、30％以

上50％未満下落したものについては、時価の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性を判断し、

回復可能性がないと判定したものを減損処理の対象としております。 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

  種類 

前連結会計年度
（平成21年３月31日） 

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額
（千円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式 116,525 140,865 24,340

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 116,525 140,865 24,340

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式 517,890 400,264 △117,625

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 517,890 400,264 △117,625

合計 634,415 541,129 △93,285

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

売却額 
（千円） 

売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

 1,952  2  5,158

  

前連結会計年度
（平成21年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券      

非上場株式  143,300
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当連結会計年度（平成22年３月31日） 

  

１．その他有価証券 

 （注）  非上場株式（連結貸借対照表計上額 42,900千円）については、市場価値がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 当連結会計年度中に売却したその他有価証券はありません。 

３．減損処理を行った有価証券  

 当連結会計年度において、その他有価証券298,000千円の減損処理を行っています。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行

っております。 

  種類 

当連結会計年度
（平成22年３月31日） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

取得原価
（千円） 

差額
（千円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式 492,730 465,466 27,264

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 492,730 465,466 27,264

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式 128,040 220,179 △92,139

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 128,040 220,179 △92,139

合計 620,770 685,645 △64,874
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31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。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

   （注）１．会計方針の変更  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「日本」で9,673千円減少しており

ます。 

（連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「中国」で210千円減少しておりま

す。 

（有形固定資産の耐用年数の変更）  

当社の機械装置については、従来、耐用年数を10年としておりましたが、当連結会計年度より８年

に変更しております。 

この変更は、平成20年度の税制改正を契機として資産の使用状況を見直した結果、耐用年数を変更

したものであります。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「日本」で3,904千円減少しており

ます。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．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） 

 Ⅰ 売上及び営業損益                     

 売上高                     

 （1）外部顧客に対する売上高  7,284,772  784,147  8,068,920  －  8,068,920

 （2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 712  181,803  182,515  (182,515)  －

 計  7,285,485  965,951  8,251,436  (182,515)  8,068,920

 営業費用  6,980,373  940,933  7,921,306  (183,351)  7,737,955

 営業利益  305,111  25,018  330,129  835  330,965

 Ⅱ 資産  7,844,161  1,485,018  9,329,179  (1,166,734)  8,162,445
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

 上記以外の注記につきましては、開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  
日本 

（千円） 

中国 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

 Ⅰ 売上及び営業損益                     

 売上高                     

 （1）外部顧客に対する売上高  5,891,296  1,231,629  7,122,925  －  7,122,925

 （2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  25,141  25,141  (25,141)  －

 計  5,891,296  1,256,770  7,148,067  (25,141)  7,122,925

 営業費用  5,578,090  1,132,877  6,710,968  (26,755)  6,684,212

 営業利益  313,206  123,893  437,099  1,614  438,713

 Ⅱ 資産  6,946,248  1,757,374  8,703,622  (1,310,758)  7,392,863

ｃ．海外売上高

  中国 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,231,629  1,231,629

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  7,122,925

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 17.3  17.3

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額       927.17円

１株当たり当期純利益金額      31.55円

１株当たり純資産額       円904.93

１株当たり当期純損失金額      円14.05

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千

円） 
 192,357  △83,251

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）（千円） 
 192,357  △83,251

期中平均株式数（千株）  6,096  5,923

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,297,896 653,621

受取手形 1,141,692 989,270

売掛金 748,049 662,918

商品及び製品 97,363 64,587

原材料及び貯蔵品 209,519 161,470

仕掛品 91,737 68,120

前渡金 3,523 6,037

前払費用 2,375 1,452

繰延税金資産 39,750 127,920

関係会社短期貸付金 140,000 340,000

未収入金 91,507 27,805

その他 26,194 69,408

貸倒引当金 △8,500 △38,000

流動資産合計 3,881,109 3,134,613

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,696,870 1,722,862

減価償却累計額 △1,158,811 △1,195,732

建物（純額） 538,058 527,129

構築物 174,131 174,131

減価償却累計額 △156,833 △159,515

構築物（純額） 17,297 14,616

機械及び装置 370,882 516,854

減価償却累計額 △300,394 △363,874

機械及び装置（純額） 70,488 152,980

車両運搬具 4,088 4,088

減価償却累計額 △2,282 △4,053

車両運搬具（純額） 1,806 35

工具、器具及び備品 53,230 55,326

減価償却累計額 △44,619 △48,359

工具、器具及び備品（純額） 8,610 6,966

土地 962,125 962,125

建設仮勘定 138,060 －

有形固定資産合計 1,736,447 1,663,853

無形固定資産   

のれん 40,000 20,000

ソフトウエア 4,400 5,607

電話加入権 6,202 6,202

無形固定資産合計 50,602 31,809
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 684,429 663,670

出資金 1,038 1,038

関係会社出資金 953,464 953,464

従業員に対する長期貸付金 4,547 4,046

破産更生債権等 63,187 31,313

繰延税金資産 301,620 264,755

長期前払費用 384 240

投資不動産 18,384 18,004

差入保証金 38,862 39,294

会員権 74,297 73,647

保険積立金 89,606 94,678

貸倒引当金 △53,820 △28,182

投資その他の資産合計 2,176,002 2,115,971

固定資産合計 3,963,052 3,811,634

資産合計 7,844,161 6,946,248

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,064,771 762,155

買掛金 235,256 162,128

未払金 202,516 185,212

未払費用 7,156 7,124

未払法人税等 78,906 8,332

未払消費税等 3,542 865

前受金 4,356 1,606

預り金 3,320 10,077

賞与引当金 58,602 54,936

その他 3,949 817

流動負債合計 1,662,379 1,193,257

固定負債   

長期未払金 335,452 335,452

退職給付引当金 273,955 234,015

固定負債合計 609,407 569,467

負債合計 2,271,787 1,762,725
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 866,000 866,000

資本剰余金   

資本準備金 691,000 691,000

資本剰余金合計 691,000 691,000

利益剰余金   

利益準備金 83,800 83,800

その他利益剰余金   

別途積立金 2,750,000 2,750,000

繰越利益剰余金 1,278,982 1,021,271

利益剰余金合計 4,112,782 3,855,071

自己株式 △41,810 △189,882

株主資本合計 5,627,972 5,222,188

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △55,598 △38,665

繰延ヘッジ損益 － －

評価・換算差額等合計 △55,598 △38,665

純資産合計 5,572,374 5,183,523

負債純資産合計 7,844,161 6,946,248

ニホンフラッシュ㈱　（7820）　平成22年3月期決算短信

31



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 6,679,967 5,541,932

商品売上高 605,517 349,364

売上高合計 7,285,485 5,891,296

売上原価   

製品期首たな卸高 187,078 90,299

当期製品製造原価 4,548,174 3,677,208

合計 4,735,253 3,767,508

他勘定振替高 2,125 182

製品期末たな卸高 90,299 60,236

製品売上原価 4,642,827 3,707,089

商品期首たな卸高 27,157 7,063

当期商品仕入高 410,381 247,851

合計 437,538 254,914

商品期末たな卸高 7,063 4,350

商品売上原価 430,474 250,563

売上原価合計 5,073,302 3,957,653

売上総利益 2,212,182 1,933,643

販売費及び一般管理費   

運賃 409,723 294,220

現場管理費 450,158 339,905

役員報酬 112,444 112,160

給料及び手当 364,659 324,309

賞与引当金繰入額 17,204 16,985

退職給付費用 8,757 7,844

減価償却費 18,271 18,445

研究開発費 35,027 29,359

その他 490,824 477,205

販売費及び一般管理費合計 1,907,071 1,620,436

営業利益 305,111 313,206

営業外収益   

受取利息 6,346 8,290

受取配当金 39,721 60,554

受取賃貸料 11,400 11,946

助成金収入 － 14,468

雑収入 6,941 6,806

営業外収益合計 64,411 102,064

ニホンフラッシュ㈱　（7820）　平成22年3月期決算短信

32



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 999 148

手形売却損 139 －

減価償却費 394 379

為替差損 1,639 422

雑損失 712 283

営業外費用合計 3,886 1,233

経常利益 365,635 414,036

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,800

固定資産売却益 5,021 －

投資有価証券売却益 2 －

退職給付制度終了益 － 32,037

特別利益合計 5,024 33,837

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

貸倒損失 － 340,163

貸倒引当金繰入額 51,520 －

その他 － 185

特別損失合計 56,678 638,349

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 313,981 △190,474

法人税、住民税及び事業税 126,597 9,152

法人税等調整額 11,156 △62,783

法人税等合計 137,754 △53,631

当期純利益又は当期純損失（△） 176,227 △136,843
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 866,000 866,000

当期末残高 866,000 866,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 691,000 691,000

当期末残高 691,000 691,000

資本剰余金合計   

前期末残高 691,000 691,000

当期末残高 691,000 691,000

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 83,800 83,800

当期末残高 83,800 83,800

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,750,000 2,750,000

当期末残高 2,750,000 2,750,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,224,754 1,278,982

当期変動額   

剰余金の配当 △121,998 △120,868

当期純利益又は当期純損失（△） 176,227 △136,843

当期変動額合計 54,228 △257,711

当期末残高 1,278,982 1,021,271

利益剰余金合計   

前期末残高 4,058,554 4,112,782

当期変動額   

剰余金の配当 △121,998 △120,868

当期純利益又は当期純損失（△） 176,227 △136,843

当期変動額合計 54,228 △257,711

当期末残高 4,112,782 3,855,071

自己株式   

前期末残高 △48 △41,810

当期変動額   

自己株式の取得 △41,762 △148,071

当期変動額合計 △41,762 △148,071

当期末残高 △41,810 △189,882
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 5,615,506 5,627,972

当期変動額   

剰余金の配当 △121,998 △120,868

当期純利益又は当期純損失（△） 176,227 △136,843

自己株式の取得 △41,762 △148,071

当期変動額合計 12,466 △405,783

当期末残高 5,627,972 5,222,188

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △10,226 △55,598

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,371 16,932

当期変動額合計 △45,371 16,932

当期末残高 △55,598 △38,665

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,794 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,794 －

当期変動額合計 1,794 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △12,020 △55,598

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43,577 16,932

当期変動額合計 △43,577 16,932

当期末残高 △55,598 △38,665

純資産合計   

前期末残高 5,603,485 5,572,374

当期変動額   

剰余金の配当 △121,998 △120,868

当期純利益又は当期純損失（△） 176,227 △136,843

自己株式の取得 △41,762 △148,071

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43,577 16,932

当期変動額合計 △31,111 △388,850

当期末残高 5,572,374 5,183,523
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 該当事項はありません。 

  

(4）継続企業の前提に関する注記
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