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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 5,000 55.2 618 1,145.5 626 733.3 446 610.8
24年3月期第2四半期 3,233 19.5 49 ― 75 ― 62 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 456百万円 （412.1％） 24年3月期第2四半期 89百万円 （―％）

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2四半期 78.02 ―
24年3月期第2四半期 10.98 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 10,329 5,890 57.0
24年3月期 9,079 5,547 61.1
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  5,890百万円 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 ― 10.00
25年3月期（予想） ― 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、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 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）  ：  有  

(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 

(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。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 日門（江西）建材有限公司 、 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2Q 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2Q 375,605 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2Q 5,724,419 株 24年3月期2Q 5,724,427 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わが国経済は、東日本大震災後の復興需要を背景に一部回復の兆しが見られ

るものの、長引くユーロ圏の債務問題や新興国の経済成長鈍化を背景とした海外経済の減速に加え、長期化するデ

フレや円高並びに領土問題に端を発する貿易への影響等、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

また、国内の2012年度の新設住宅着工戸数は、復興需要等が押し上げ要因となり増加することが予測されており

ますが、少子高齢化等を背景に長期的には80万戸台の低い水準で推移していくと考えられております。 

このように経営環境は厳しい状況で推移していくと思われますが、当社グループは、国内においては生産ライン

のレイアウト変更による生産性向上やコスト削減の継続、高齢者人口の増加に伴う高齢者施設等への製品開発と販

売強化に取り組むと共に、主力の内装ドアの製造販売に加え家具収納を積極的に販売し、一住戸当たりの売上増を

図る等、売上成長と収益性の改善を推進しております。 

一方、中国経済は、 大の貿易相手である欧州の債務危機による外需の落ち込みに加え、人件費の上昇による海

外からの投資額の減少等が影響し、今後も予断を許さない状況が続いております。しかしながら、マンション市場

が主力を占める中国の住宅市場は、内陸部を中心に高い成長が見込まれております。  

このような旺盛な需要を背景に、当社グループは中国においては昨年生産設備を増強いたしました高付加価値製

品（高級塗装ドア）の積極的な販売の継続と新規取引先獲得に向けて、販売拠点の網羅的な整備を進めると共に、

中国内陸部への供給体制の拡大を図るため、江西省宜春市に既存の２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、早期の操業開始に向けて準備を行っております。 

以上の結果、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511百万円増加し

3,100百万円となり、中国では前連結会計年度末より742百万円増加し3,738百万円と順調に推移いたしました。  

当第２四半期連結累計期間の売上高は5,000百万円（前年同期比55.2％増）、営業利益618百万円（前年同期比

1,145.5％増）、経常利益626百万円（前年同期比733.3％増）、四半期純利益446百万円（前年同期比610.8％増）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、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,620百万円（前年同期比4.6％増）となりました。また、

セグメント利益は219百万円（前年同期はセグメント損失22百万円）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2,380百万円（前年同期比

231.1％増）となりました。また、セグメント利益は399百万円（前年同期比455.7％増）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10,329百万円となり、前連結会計年度末より1,250百万円増加

しております。これは主に、現金及び預金の増加392百万円、受取手形及び売掛金の増加416百万円、商品及び製品

の増加387百万円によるものです。 

負債総額は4,439百万円となり、前連結会計年度末より907百万円増加しております。これば主に短期借入金の増

加771百万円、未払金の増加34百万円、未払法人税等の増加72百万円によるものです。 

純資産につきましては、5,890百万円となり、前連結会計年度末より342百万円増加しております。これは主に利

益剰余金の増加332百万円によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は57.0％となりました。  

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 

 日本国内では、昨年実施いたしました生産ラインの変更による生産性の向上やコスト削減、高付加価値製品の拡

販等の諸施策を継続し、更なる収益性の改善を図って参ります。 

 一方、中国国内の住宅市場は、沿岸部主要都市では多少マンション着工を見合わす傾向にありますが、内陸・東

北部については旺盛な受注に支えられ活発に動いております。昨年生産設備を増強いたしました高付加価値製品

（高級塗装ドア）の積極販売及び生産性向上等により一層の増収増益を目指して参ります。 

 また、尖閣諸島の問題による不買運動の影響は、現状軽微に留まっており、受注・売上ともに順調に推移してお

ります。 

 これらの見直しを踏まえ、当社グループの平成25年３月期の通期連結業績予想は、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。数値が確定次第報告いたします。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

日門（江西）建材有限公司については、重要性が増したため、当第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含め

ております。  

   

（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 

（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、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降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２四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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 764,817 1,157,531

受取手形及び売掛金 3,090,310 3,506,416

電子記録債権 427,740 465,281

商品及び製品 279,020 666,824

仕掛品 121,973 149,367

原材料及び貯蔵品 321,795 354,286

繰延税金資産 26,107 26,107

未収入金 30,762 26,454

その他 38,227 43,155

貸倒引当金 △46,000 △43,000

流動資産合計 5,054,756 6,352,424

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 943,404 1,007,720

土地 962,125 962,125

その他（純額） 549,998 618,489

有形固定資産合計 2,455,529 2,588,336

無形固定資産   

その他 121,933 121,440

無形固定資産合計 121,933 121,440

投資その他の資産   

投資有価証券 744,306 758,631

関係会社出資金 278,400 44,700

会員権 73,047 72,847

繰延税金資産 183,316 186,743

その他 169,108 205,337

貸倒引当金 △664 △664

投資その他の資産合計 1,447,515 1,267,595

固定資産合計 4,024,977 3,977,372

資産合計 9,079,733 10,329,796



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,804,075 1,829,022

短期借入金 582,295 1,354,289

1年内返済予定の長期借入金 23,070 23,365

未払金 291,325 325,801

未払法人税等 61,041 133,539

未払消費税等 13,469 37,052

賞与引当金 47,219 47,016

その他 204,355 220,271

流動負債合計 3,026,852 3,970,358

固定負債   

長期借入金 37,488 26,286

退職給付引当金 208,399 183,807

長期未払金 259,180 259,180

固定負債合計 505,067 469,274

負債合計 3,531,920 4,439,632

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 4,752,520

自己株式 △260,889 △260,922

株主資本合計 5,716,518 6,048,597

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 △20,823

為替換算調整勘定 △154,135 △137,609

その他の包括利益累計額合計 △168,705 △158,433

純資産合計 5,547,812 5,890,164

負債純資産合計 9,079,733 10,329,796



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 3,223,058 5,000,714

売上原価 2,271,409 3,378,845

売上総利益 951,648 1,621,868

販売費及び一般管理費 902,014 1,003,694

営業利益 49,634 618,174

営業外収益   

受取利息 645 765

受取配当金 15,353 16,315

受取賃貸料 9,317 9,178

為替差益 4,472 －

その他 7,281 8,331

営業外収益合計 37,070 34,591

営業外費用   

支払利息 6,938 23,938

為替差損 － 1,466

その他 4,606 1,060

営業外費用合計 11,544 26,465

経常利益 75,160 626,300

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 75,160 616,062

法人税等 12,327 169,461

少数株主損益調整前四半期純利益 62,832 446,601

四半期純利益 62,832 446,601



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 62,832 446,601

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 13,319 △6,254

為替換算調整勘定 13,060 16,526

その他の包括利益合計 26,379 10,272

四半期包括利益 89,212 456,873

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 89,212 456,873



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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