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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 3,223 19.5 49 ― 75 ― 62 ―

23年3月期第2四半期 2,698 △23.3 △31 ― △15 ― △29 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 89百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △118百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 10.98 ―

23年3月期第2四半期 △5.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 7,789 5,041 64.7
23年3月期 7,575 5,067 66.9

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  5,041百万円 23年3月期  5,067百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― ― ― 20.00 20.00

24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 20.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 8,500 28.3 600 274.7 610 249.3 410 367.4 71.62



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
半期報告書のレビュー手続は終了しております。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 6,100,000 株 23年3月期 6,100,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 375,574 株 23年3月期 375,554 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 5,724,427 株 23年3月期2Q 5,757,368 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における国内経済は、東日本大震災による復興需要を背景に回復基調にはあるもの

の、電力供給不足問題や福島原発事故の影響に加え、円高の長期化・株安等により企業業績への悪影響が懸念さ

れ、先行きは不透明な状況となっております。 

 当業界におきましては、東日本大震災の影響等により、当初は一部の材料の供給不足による価格高騰、建築工事

の遅れが発生しましたが、住宅エコポイントや住宅ローン「フラット35Ｓ」の駆け込み需要等により、持ち直しの

動きが見られました。しかしながら住宅着工戸数は大きく回復するまでには至っておらず低水準で推移しており、

引き続き経営環境は厳しい状況が続くものと思われます。 

 一方、中国の状況は、成長率の伸びはやや鈍ったものの、2011年度についても前年同様に預金準備率の引き上

げ、利上げの実施等、不動産投機抑制のための諸施策が継続されております。 

 このような経営環境の中、当社グループでは国内においては住宅以外の新たな市場（医療介護分野）の拡大に取

り組むほか、生産性の向上を図るため、製造システムを改善し、それに伴う本社工場のレイアウトも大幅に変更い

たしました。また、中国市場に関しましては、旺盛な受注に対応するため現地２工場（昆山日門建築装飾有限公

司、日門（青島）建材有限公司）の設備を増強いたしました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間における受注残高は、国内では前連結会計年度末より568百万円増加し2,705百

万円となり、中国では前連結会計年度末より1,624百万円増加し3,116百万円と、順調に推移いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,223百万円（前年同期比19.5％増）、営業利益49百万円（前

年同期は営業損失31百万円）、経常利益75百万円（前年同期は経常損失15百万円）、四半期純利益62百万円（前年

同期は四半期純損失29百万円）となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

 国内市場では、東日本大震災の影響もあり、厳しい環境が続きました。その結果、当第２四半期連結累計期間の

売上高は2,504百万円（前年同期比6.0％増）となりました。また、セグメント損失は22百万円（前年同期はセグメ

ント利益10百万円）となりました。 

②中国 

 中国市場においては受注が好調に推移し、当第２四半期連結累計期間の売上高は718百万円（前年同期比114.7％

増）となりました。また、セグメント利益は71百万円（前年同期はセグメント損失42百万円）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における資産総額は7,789百万円となり、前連結会計年度末より213百万円増加して

おります。これは主に、商品及び製品の増加287百万円、その他の有形固定資産の増加168百万円、現金及び預金の

減少474百万円によるものです。 

 負債総額は2,747百万円となり、前連結会計年度末より238百万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234百万円、長期借入金の増加43百万円、長期未払金の減少76百万円によるものです。 

 純資産につきましては、5,041百万円となり、前連結会計年度末より25百万円減少しております。これは主に利

益剰余金の減少51百万円によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は64.7％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の残高は275百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て、426百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により減少したキャッシュ・フローは205百万円（前年同期は78百万円の増加）となりました。主なプ

ラス要因は仕入債務の増加額183百万円、減価償却費92百万円、税金等調整前四半期純利益75百万円等であり、主

なマイナス要因はたな卸資産の増加額395百万円等であります。 

（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キャッシュ・フローは164百万円（前年同期は58百万円の減少）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） 

財務活動により減少したキャッシュ・フローは58百万円（前年同期は150百万円の減少）となりました。主なマ

イナス要因は配当金の支払額114百万円等であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました通期の業績予想の数値から変

更はございません。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 871,550 396,887

受取手形及び売掛金 1,898,472 1,892,162

電子記録債権 639,640 688,174

商品及び製品 99,137 387,029

仕掛品 91,805 131,537

原材料及び貯蔵品 238,344 308,076

繰延税金資産 76,857 76,857

未収入金 20,832 57,572

その他 36,206 56,379

貸倒引当金 △43,000 △41,000

流動資産合計 3,929,846 3,953,675

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 948,421 951,212

土地 962,125 962,125

その他（純額） 389,248 557,452

有形固定資産合計 2,299,795 2,470,790

無形固定資産   

その他 134,781 126,009

無形固定資産合計 134,781 126,009

投資その他の資産   

投資有価証券 664,768 692,408

関係会社出資金 44,700 44,700

会員権 73,047 73,047

繰延税金資産 266,496 257,467

その他 163,643 172,035

貸倒引当金 △1,087 △664

投資その他の資産合計 1,211,568 1,238,995

固定資産合計 3,646,146 3,835,795

資産合計 7,575,993 7,789,471



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,275,751 1,510,035

短期借入金 298,462 294,525

1年内返済予定の長期借入金 － 20,659

未払金 240,033 275,587

未払法人税等 25,812 22,837

未払消費税等 22,953 5,112

賞与引当金 52,359 53,728

その他 31,633 45,922

流動負債合計 1,947,005 2,228,409

固定負債   

長期借入金 － 43,902

退職給付引当金 221,314 216,047

長期未払金 335,452 259,180

その他 5,000 －

固定負債合計 561,766 519,129

負債合計 2,508,772 2,747,539

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 3,979,797 3,928,141

自己株式 △260,876 △260,889

株主資本合計 5,275,920 5,224,251

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △54,705 △41,386

為替換算調整勘定 △153,994 △140,934

その他の包括利益累計額合計 △208,700 △182,320

純資産合計 5,067,220 5,041,931

負債純資産合計 7,575,993 7,789,471



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,698,048 3,223,058

売上原価 1,895,293 2,271,409

売上総利益 802,754 951,648

販売費及び一般管理費 834,452 902,014

営業利益又は営業損失（△） △31,697 49,634

営業外収益   

受取利息 950 645

受取配当金 13,437 15,353

受取賃貸料 7,858 9,317

為替差益 － 4,472

雇用調整助成金 6,862 －

その他 6,135 7,281

営業外収益合計 35,245 37,070

営業外費用   

支払利息 5,955 6,938

為替差損 11,994 －

その他 815 4,606

営業外費用合計 18,766 11,544

経常利益又は経常損失（△） △15,218 75,160

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,000 －

特別利益合計 1,000 －

特別損失   

会員権売却損 535 －

特別損失合計 535 －

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（△）

△14,753 75,160

法人税等 14,484 12,327

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△29,237 62,832

四半期純利益又は四半期純損失（△） △29,237 62,832



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△29,237 62,832

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △56,926 13,319

為替換算調整勘定 △32,524 13,060

その他の包括利益合計 △89,451 26,379

四半期包括利益 △118,689 89,212

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △118,689 89,212



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△14,753 75,160

減価償却費 85,139 92,512

のれん償却額 10,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,000 △2,423

退職給付引当金の増減額（△は減少） △326 △5,266

賞与引当金の増減額（△は減少） △260 1,368

受取利息及び受取配当金 △14,388 △15,999

支払利息 5,955 6,938

為替差損益（△は益） 76 △3,943

売上債権の増減額（△は増加） 32,549 △31,052

たな卸資産の増減額（△は増加） △140,045 △395,542

仕入債務の増減額（△は減少） 27,849 183,988

会員権売却損益（△は益） 535 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,519 △15,812

その他の資産の増減額（△は増加） △6,574 △55,992

その他の負債の増減額（△は減少） 42,741 △32,008

小計 22,979 △198,073

利息及び配当金の受取額 14,417 16,000

利息の支払額 △6,541 △6,813

法人税等の支払額 △13,557 △22,849

法人税等の還付額 60,851 6,598

営業活動によるキャッシュ・フロー 78,150 △205,136

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 48,400

有形固定資産の取得による支出 △29,211 △202,865

無形固定資産の取得による支出 △6,492 △3,960

投資有価証券の取得による支出 △23,005 △5,291

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 250 255

その他の支出 － △9,659

その他の収入 64 8,683

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,393 △164,437

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） 36,582 △8,307

長期借入れによる収入 － 64,561

自己株式の取得による支出 △70,994 △12

配当金の支払額 △116,490 △114,488

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,901 △58,247

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,780 1,559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △135,925 △426,262

現金及び現金同等物の期首残高 583,861 702,150

現金及び現金同等物の四半期末残高 447,936 275,887



 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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