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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 2,057 75.7 180 ― 204 ― 143 ―

24年3月期第1四半期 1,171 5.0 △94 ― △63 ― △37 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 212百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △12百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 24.99 ―

24年3月期第1四半期 △6.56 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 10,063 5,646 56.1
24年3月期 9,079 5,547 61.1

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  5,646百万円 24年3月期  5,547百万円

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

24年3月期 ― ― ― 20.00 20.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 10.00 ― 15.00 25.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 5,000 55.1 460 826.8 470 525.3 350 457.0 61.14
通期 11,000 20.9 1,170 63.5 1,180 55.2 850 53.1 148.49



(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P.３「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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 

(注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当する変更を行っております。 
詳細は、添付資料p.３「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なることがあります。 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 6,100,000 株 24年3月期 6,100,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 375,574 株 24年3月期 375,574 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 5,724,426 株 24年3月期1Q 5,724,428 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の国内住宅市場におきましては、過去 低水準に下がった住宅ローン金利も追い風と

なり、消費税増税をにらんだ住宅の駆け込み購入が始動する兆しがあるものの、建築ラッシュが東日本大震災の復

興と重なることによる建設資材や人手不足のコスト増につながる懸念、増税後の反動による急激な景気悪化等、取

り巻く環境は依然先行き不透明な状態になっております。 

 一方、中国経済の状況は、国内総生産実質成長率が３年ぶりに８％を割り込み高度成長には減速傾向がみられま

すが、中国国内の住宅市場は、中国政府の内装付き住宅の推進や保障性住宅の整備を背景に今後も高い成長が見込

まれます。また、中国では政府による投機目的の不動産購入を抑制するための諸施策が継続されておりますが、実

需に基づくマンション開発には特に規制はなく、中国の都市部への人口流入は今後も続く見通しで、中間所得層に

よる住宅購買意欲は堅調であります。 

 このような環境の中、当社グループは国内では住宅以外の新たな市場（医療介護分野）の拡大に取組み、生産部

門におきましては生産効率化のために工場の集約を行いました。 

 また、中国市場に関しましては、旺盛な需要を追い風に引き続き新規取引先獲得に向けて、積極的な営業活動を

進めております。またこの旺盛な受注に応えるために、前連結会計年度に生産能力アップのために大規模な設備投

資を行った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）建材有限公司の両工場は現在もフル稼働

を継続しております。また、華中・華南地域への供給体制を拡充し、業績の拡大を図るため、2011年11月に江西省

宜春市に昆山工場と青島工場両工場を合わせた生産能力を持つ中国国内で３ヶ所目となる製造子会社を設立し、

2012年末の操業開始に向けて準備を行っております。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,057百万円(前年同期比75.7％増）、利益面では、営業利益

180百万円（前年同期は営業損失94百万円）、経常利益204百万円（前年同期は経常損失63百万円）、四半期純利益

143百万円（前年同期は四半期純損失37百万円）となりました。 

 また、当第１四半期会計期間末における受注残高は、日本では前連結会計年度末より401百万円増加し2,990百万

円、中国では前連結会計年度末より1,485百万円増加し4,482百万円と順調に推移いたしました。 

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、厳しい環境が続いておりますが、売上高は1,177百万円（前年同期比10.1％増）となりました。

また、セグメント利益は11百万円（前年同期はセグメント損失56百万円）となりました。 

②中国 

 中国市場では、堅調な需要を背景に、売上高は883百万円（前年同期比710.8％増）となりました。また、セグメ

ント利益は168百万円（前年同期はセグメント損失37百万円）となりました。 

１．当四半期決算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 

 当第１四半期連結会計期間末における資産総額は10,063百万円となり、前連結会計年度末より984百万円増加し

ております。これは主に、現金及び預金の増加76百万円、受取手形及び売掛金の増加404百万円,商品及び製品の増

加382百万円、建物及び構築物の増加93百万円によるものです。  

 負債総額は4,417百万円となり、前連結会計年度末より885百万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38百万円、短期借入金の増加732百万円、未払金の増加40百万円によるものです。 

 純資産につきましては、5,646百万円となり、前連結会計年度末より98百万円増加しております。これは主に利

益剰余金の増加28百万円、為替換算調整勘定の増加87百万円によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は56.1％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 日本国内では、収益性の改善を図るため、引き続き生産性の向上やコスト削減、高付加価値製品の拡販、顧客満

足度向上等に取り組んで参ります。 

 一方、中国国内の住宅市場は、中国政府の内装付住宅の推進や保障性住宅の整備を背景に今後も高い成長が見込

まれ、また、中国の都市部への人口流入は今後も続く見通しで、中間所得層による住宅購買意欲は堅調でありま

す。このような旺盛な需要を追い風に新規取引先獲得に向けて積極的な営業活動を行い、前連結会計年度に大規模

な設備投資を行った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）建材有限公司の両工場のフル稼

働を継続し増収を目指します。 

これらの見通しを踏まえ、当社グループの第２四半期（累計）の連結業績予想は、平成24年５月10日に公表い

たしました連結業績予想の数値を上回るものと見込んでおります。 

   

（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１四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に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 

 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

  当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

   

   

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 764,817 841,019

受取手形及び売掛金 3,090,310 3,495,229

電子記録債権 427,740 334,827

商品及び製品 279,020 661,862

仕掛品 121,973 134,046

原材料及び貯蔵品 321,795 391,524

繰延税金資産 26,107 26,107

未収入金 30,762 28,815

その他 38,227 75,108

貸倒引当金 △46,000 △40,000

流動資産合計 5,054,756 5,948,542

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 943,404 1,036,982

土地 962,125 962,125

その他（純額） 549,997 529,329

有形固定資産合計 2,455,529 2,528,436

無形固定資産   

その他 121,933 127,638

無形固定資産合計 121,933 127,638

投資その他の資産   

投資有価証券 744,306 718,458

関係会社出資金 278,400 278,400

会員権 73,047 73,047

繰延税金資産 183,316 192,789

その他 169,108 197,152

貸倒引当金 △664 △664

投資その他の資産合計 1,447,515 1,459,183

固定資産合計 4,024,977 4,115,258

資産合計 9,079,733 10,063,800



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,804,075 1,842,344

短期借入金 582,295 1,315,054

1年内返済予定の長期借入金 23,070 24,452

未払金 291,325 331,447

未払法人税等 61,041 52,237

未払消費税等 13,469 21,439

賞与引当金 47,219 24,345

その他 204,355 316,324

流動負債合計 3,026,852 3,927,646

固定負債   

長期借入金 37,488 39,735

退職給付引当金 208,399 191,048

長期未払金 259,180 259,180

固定負債合計 505,067 489,963

負債合計 3,531,920 4,417,609

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 4,420,407 4,448,980

自己株式 △260,889 △260,889

株主資本合計 5,716,518 5,745,090

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △14,569 △31,855

為替換算調整勘定 △154,135 △67,044

その他の包括利益累計額合計 △168,705 △98,899

純資産合計 5,547,812 5,646,191

負債純資産合計 9,079,733 10,063,800



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,171,192 2,057,846

売上原価 851,628 1,285,110

売上総利益 319,563 772,735

販売費及び一般管理費 413,877 592,547

営業利益又は営業損失（△） △94,314 180,188

営業外収益   

受取利息 291 427

受取配当金 15,023 15,817

受取賃貸料 4,861 4,271

為替差益 9,501 11,632

その他 4,557 2,987

営業外収益合計 34,234 35,135

営業外費用   

支払利息 3,136 10,269

その他 637 280

営業外費用合計 3,774 10,550

経常利益又は経常損失（△） △63,854 204,774

特別損失   

固定資産除却損 － 10,237

特別損失合計 － 10,237

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（△）

△63,854 194,536

法人税等 △26,279 51,475

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（△）

△37,574 143,060

四半期純利益又は四半期純損失（△） △37,574 143,060



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６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（△）

△37,574 143,060

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,424 △17,286

為替換算調整勘定 29,164 87,091

その他の包括利益合計 24,740 69,805

四半期包括利益 △12,834 212,866

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,834 212,866



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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