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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 3,858 △7.1 △164 ― △188 ― △297 ―

22年3月期第2四半期 4,153 △26.6 △226 ― △261 ― △467 ―

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

23年3月期第2四半期 △10.49 ―

22年3月期第2四半期 △16.50 ―

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

23年3月期第2四半期 9,950 2,818 28.3 99.40
22年3月期 10,439 3,065 29.4 108.10

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,818百万円 22年3月期  3,065百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 8,200 △2.3 △40 ― △110 ― △225 ― △7.93



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 28,373,005株 22年3月期  28,373,005株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  14,578株 22年3月期  13,921株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 28,358,796株 22年3月期2Q 28,360,897株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策効果により、大企業、製造業の
景況感が一時的に改善するなど緩やかな回復傾向となりました。しかしながら、急激な円高やデフ
レ、株式市場の不安定化などの影響から、景気下振れに対する懸念が高まり、その改善には減速感が
強まりました。 
住宅業界におきましては、住宅版エコポイント、住宅ローン減税等の後押しにより、住宅着工戸数

が増加するなど持ち直しの動きが見られます。また、雇用・所得環境は 悪期を脱しつつあり、改善
傾向は今後も継続するものと思われますが、住宅着工戸数の水準は、リーマンショック前には及ばず
低水準に推移しております。 
このような状況の下、当社のMDFは、生産面では引き続き生産調整を余儀なくされている中、床材

向けの新商品開発や、省エネルギー化の推進、生産性の改善、品質の向上等に取り組んでまいりまし
たが、生産量が伸び悩んでいることで、コストダウン効果は限定的なものにとどまりました。 
この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は38億58百万円（前年同期比△7.1%減）、連結

営業損失は１億64百万円（前年同期は、２億26百万円の営業損失）、連結経常損失は１億88百万円
（同 ２億61百万円の経常損失）、連結四半期純損失は投資有価証券の評価損１億27百万円の計上な
どにより、２億97百万円（同 ４億67百万円の四半期純損失）となりました。  

  

 (1)資産 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて３億31百万円減少し、41億43百万円となりました。これは

主に現金及び預金の減少額３億40百万円、商品及び製品の増加額11百万円、原材料及び貯蔵品の増加
額21百万円によるものです。  
固定資産は、前連結会計年度末に比べて１億57百万円減少し、58億７百万円となりました。これは

主に有形固定資産の減少額83百万円と投資有価証券の減少額49百万円によるものです。  
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて４億88百万円減少し、99億50百万円となりまし

た。  
 (2)負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて40百万円増加し、40億91百万円となりました。これは主に
１年内返済予定の長期借入金76百万円の増加額及び賞与引当金の減少額22百万円によるものです。  
固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億82百万円減少し、30億40百万円となりました。これは

主に社債の減少額１億50百万円及び長期借入金の減少額97百万円によるものです。  
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて２億41百万円減少し、71億32百万円となりまし

た。  

(3)純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて２億46百万円減少し、28億18百万円となりました。これ
は主に利益剰余金の減少額２億97百万円及びその他有価証券評価差額金の増加額77百万円によるもの
です。  

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、14億14百万円とな
り、前連結会計年度末に比べて３億40百万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） 

営業活動によって使用した資金は、38百万円（前年同四半期は２億94百万円の収入）となりまし
た。これは主に税金等調整前四半期純損失２億95百万円、たな卸資産の増加額82百万円、減価償却費
１億54百万円、投資有価証券評価損１億27百万円等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって使用した資金は、80百万円（同 89百万円の支出）となりました。これは主に、
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出81百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によって使用した資金は、２億21百万円（同 42百万円の支出）となりました。これは主
に、長期借入れによる収入４億円、長期借入金の返済による支出４億20百万円及び社債の償還による
支出２億１百万円等によるものです。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

キャッシュ・フローの状況
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住宅投資環境については、長期優良住宅、住宅版エコポイントなどの政策効果が浸透しつつあり、
今後も住宅版エコポイントの拡充等により住宅着工戸数の増加は続くものと思われます。  
 しかしながら、首都圏に比べ地方の住宅着工戸数が伸び悩んでいることや、MDF輸入品が増加する
など、供給過多の状態となっており、販売量の減少、販売価格の下落傾向という厳しい状況が続いて
おります。 
 このような状況下、関心が高まりつつある環境保護とエコ化の観点から、各種建材メーカーは、従
来の南洋材から再生可能である植林木等の使用にウエイトを移しつつあります。当社においても、変
化する環境と顧客ニーズに合わせ、環境に配慮した商品（フロア用MDF等）の拡販に注力していきま
す。   
 当社連結業績予想につきましては、平成22年７月29日に公表しました業績予想から変更はありませ
ん。 

  
  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時
差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の
業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

２ 退職給付費用の算定方法 

 退職給付費用については、期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分した額を、四半期会計
期間及び期首からの累計期間にそれぞれ計上する方法によっております。 

３ 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、連結会計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。 

  

１ 会計処理基準に関する事項の変更 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 
第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
21号 平成20年３月31日）を適用しております。  
 これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

２ 表示方法の変更 

 四半期連結損益計算書 
前第2四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました営業外費用の「売上割引」及び

「為替差損」は、重要性が低くなったことから、当第2四半期連結累計期間より「その他」に含め
て表示しております。なお、当第2四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「売
上割引」及び「為替差損」は、それぞれ2,948千円及び 0千円であります。 
  
「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第
２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,424,954 1,765,561

受取手形及び売掛金 1,019,821 1,044,453

商品及び製品 982,813 971,411

仕掛品 237,613 198,586

原材料及び貯蔵品 410,458 389,230

その他 68,008 106,337

貸倒引当金 △190 △192

流動資産合計 4,143,480 4,475,388

固定資産

有形固定資産

機械及び装置（純額） 1,338,344 1,401,024

土地 3,094,470 3,094,470

その他（純額） 645,426 665,776

有形固定資産合計 5,078,241 5,161,271

無形固定資産 57,859 81,035

投資その他の資産

投資有価証券 621,894 671,713

その他 55,359 56,339

貸倒引当金 △6,100 △6,100

投資その他の資産合計 671,153 721,953

固定資産合計 5,807,254 5,964,260

資産合計 9,950,734 10,439,648
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,413,595 1,360,514

短期借入金 1,300,000 1,300,000

1年内償還予定の社債 300,000 351,000

1年内返済予定の長期借入金 864,724 788,294

未払法人税等 6,376 6,476

賞与引当金 22,785 45,310

その他 184,013 199,091

流動負債合計 4,091,493 4,050,686

固定負債

社債 600,000 750,000

長期借入金 1,779,269 1,876,531

繰延税金負債 205,591 205,591

退職給付引当金 309,907 248,285

環境対策引当金 9,017 24,399

その他 136,747 218,521

固定負債合計 3,040,532 3,323,329

負債合計 7,132,026 7,374,015

純資産の部

株主資本

資本金 2,343,871 2,343,871

利益剰余金 684,519 982,080

自己株式 △2,679 △2,591

株主資本合計 3,025,711 3,323,360

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △54,261 △132,054

繰延ヘッジ損益 △26,139 929

土地再評価差額金 △126,602 △126,602

評価・換算差額等合計 △207,003 △257,727

純資産合計 2,818,708 3,065,632

負債純資産合計 9,950,734 10,439,648
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(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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 4,153,077 3,858,478

売上原価 3,764,963 3,439,192

売上総利益 388,113 419,285

販売費及び一般管理費 614,226 583,469

営業損失（△） △226,112 △164,183

営業外収益

受取利息及び配当金 6,708 7,410

不動産賃貸料 5,500 －

デリバティブ評価益 2,960 －

助成金収入 22,778 10,584

その他 8,927 7,270

営業外収益合計 46,875 25,265

営業外費用

支払利息 41,186 35,783

売上割引 7,315 －

為替差損 22,946 －

その他 10,701 13,387

営業外費用合計 82,149 49,171

経常損失（△） △261,387 △188,089

特別利益

賞与引当金戻入額 － 10,538

環境対策引当金戻入額 － 15,381

特別利益合計 － 25,920

特別損失

投資有価証券評価損 1,485 127,612

特別退職金 12,825 1,620

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,256

その他 130 1,346

特別損失合計 14,441 132,836

税金等調整前四半期純損失（△） △275,828 △295,005

法人税、住民税及び事業税 2,555 2,555

法人税等調整額 189,500 －

法人税等合計 192,056 2,555

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △297,561

四半期純損失（△） △467,884 △297,561
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(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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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損失（△） △275,828 △295,005

減価償却費 173,024 154,990

環境対策引当金の増減額（△は減少） － △15,381

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,501 61,621

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,776 △22,525

受取利息及び受取配当金 △6,708 △7,410

支払利息 41,186 35,783

為替差損益（△は益） 22,946 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,485 127,612

社債発行費 5,789 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,256

売上債権の増減額（△は増加） 46,194 41,267

たな卸資産の増減額（△は増加） 709,555 △82,656

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,193 △21,654

仕入債務の増減額（△は減少） △212,410 53,080

割引手形の増減額（△は減少） △128,757 △16,636

その他 △36,970 △20,028

小計 327,424 △4,685

利息及び配当金の受取額 6,678 7,380

利息の支払額 △38,664 △36,408

法人税等の支払額 △5,350 △4,655

法人税等の還付額 4,576 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 294,663 △38,369

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 △13,074 －

有形固定資産の取得による支出 △48,765 △59,235

無形固定資産の取得による支出 △21,645 △22,595

貸付金の回収による収入 1,449 1,223

事業譲受による支出 △8,565 －

その他 1,238 289

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,361 △80,317
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(単位：千円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30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） △300,000 －

長期借入れによる収入 400,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △444,148 △420,832

社債の発行による収入 494,210 －

社債の償還による支出 △149,800 △201,000

配当金の支払額 △42,541 －

自己株式の取得による支出 △23 △87

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,302 △221,919

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,946 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 140,052 △340,606

現金及び現金同等物の期首残高 1,769,912 1,755,561

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,909,965 1,414,954
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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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