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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 8,576 44.1 1,256 275.7 1,253 247.9 878 240.1
24年3月期第3四半期 5,951 29.2 334 786.8 360 586.1 258 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 953百万円 （337.9％） 24年3月期第3四半期 217百万円 （―％）

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3四半期 153.52 ―
24年3月期第3四半期 45.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 11,399 6,329 55.5
24年3月期 9,079 5,547 61.1
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  6,329百万円 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 12,100 33.0 1,700 137.6 1,700 123.6 1,200 116.2 209.63



(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。 

※  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3Q 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3Q 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3Q 5,724,411 株 24年3月期3Q 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、復興需要による内需引き上げを背景として、緩やかな回復基調に

あるものの、海外経済の減速による輸出や生産の鈍化、長期化するデフレや不安定な為替相場等、先行きの不透明

感は払拭できない状況が続いております。 

また、住宅業界では、住宅ローンの金利優遇制度等の住宅取得支援政策を背景に、新設住宅着工戸数は緩やかに

持ち直す傾向も見受けられました。 

このような状況のもと、当社グループは、国内で安定した利益を確保できるよう、生産性の向上や徹底した経費

削減を継続的に推進し、原価低減に取組みました。また、主力製品である室内ドアの販売に加え、収納家具を積極

的に販売することで一住戸当たりの売上増を図るなど、収益性の改善に努めました。拡販活動といたしましては、

将来の成長に繋がる高齢化社会に対応した製品開発を通じ、マーケットの新規開拓にも注力いたしました。 

一方、中国経済は、政策金利や預金準備率の引下げなど政府による金融緩和政策が実施されたものの、欧米諸国

の金融・債務危機の影響による輸出の伸び悩みなど中国経済減速の長期化が懸念されます。 

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、中国政府の保障性住宅の整備を背景に、内陸

部等地方都市を中心に高い成長が、継続するものと見込まれております。 

また、中国政府の内装付き住宅の推進により、当社グループの主力製品である室内ドア等、内装部材に対する需

要は堅調であります。このことから、中国国内では生産設備を大幅に増強した高付加価値製品（高級塗装ドア）の

受注活動を一層積極的に行い、シェアの確保と取引先の新規開拓を推進いたしました。また、中国内陸部への供給

体制の拡充を図るため、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３四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685百万円増加し

3,275百万円となり、中国では前連結会計年度末より627百万円増加し3,623百万円と順調に推移いたしました。  

当第３四半期連結累計期間の売上高は8,576百万円（前年同期比44.1％増）、営業利益1,256百万円（前年同期比

275.7％増）、経常利益1,253百万円（前年同期比247.9％増）、四半期純利益878百万円（前年同期比240.1％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３四半期連結累計期間の売上高は4,305百万円（前年同期比2.6％増）となりました。また、

セグメント利益につきましては357百万円（同419.4％増）となりました。 

②中国 

 中国市場においては好調な受注を背景に、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,455百万円（前年同期比

151.6％増）となりました。また、セグメント利益は899百万円（同238.5％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３四半期連結会計期間末における資産総額は11,399百万円となり、前連結会計年度末より2,319百万円増加し

ております。これは主に、受取手形及び売掛金の増加1,382百万円、現金及び預金の増加340百万円、商品及び製品

の増加294百万円によるものです。 

 負債総額は5,070百万円となり、前連結会計年度末より1,538百万円増加しております。これは主に、短期借入金

の増加763百万円、支払手形及び買掛金の増加149百万円、未払法人税等の増加182百万円によるものです。 

 純資産につきましては、6,329百万円となり、前連結会計年度末より781百万円増加しております。これは主に利

益剰余金の増加707百万円によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は55.5％となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年3月期の業績予想につきましては、平成24年12月12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．当四半期決算に関する定性的情報



   

（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、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３四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 

 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３四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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 764,817 1,105,753

受取手形及び売掛金 3,090,310 4,472,414

電子記録債権 427,740 515,423

商品及び製品 279,020 573,836

仕掛品 121,973 128,168

原材料及び貯蔵品 321,795 374,220

繰延税金資産 26,107 28,031

未収入金 30,762 68,351

その他 38,227 59,276

貸倒引当金 △46,000 △43,000

流動資産合計 5,054,756 7,282,476

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 943,404 1,030,711

土地 962,125 962,125

その他（純額） 549,998 671,004

有形固定資産合計 2,455,529 2,663,841

無形固定資産   

その他 121,933 119,833

無形固定資産合計 121,933 119,833

投資その他の資産   

投資有価証券 744,306 881,991

関係会社出資金 278,400 44,700

会員権 73,047 72,995

繰延税金資産 183,316 139,553

その他 169,108 194,797

貸倒引当金 △664 △664

投資その他の資産合計 1,447,515 1,333,373

固定資産合計 4,024,977 4,117,048

資産合計 9,079,733 11,399,524



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,804,075 1,953,649

短期借入金 582,295 1,345,802

1年内返済予定の長期借入金 23,070 23,132

未払金 291,325 442,571

未払法人税等 61,041 246,106

未払消費税等 13,469 27,185

賞与引当金 47,219 22,841

その他 204,355 552,193

流動負債合計 3,026,852 4,613,484

固定負債   

長期借入金 37,488 26,023

退職給付引当金 208,399 171,596

長期未払金 259,180 259,180

固定負債合計 505,067 456,800

負債合計 3,531,920 5,070,284

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 5,127,510

自己株式 △260,889 △260,922

株主資本合計 5,716,518 6,423,587

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 65,292

為替換算調整勘定 △154,135 △159,640

その他の包括利益累計額合計 △168,705 △94,348

純資産合計 5,547,812 6,329,239

負債純資産合計 9,079,733 11,399,524



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 5,951,455 8,576,375

売上原価 4,092,424 5,702,338

売上総利益 1,859,031 2,874,037

販売費及び一般管理費 1,524,615 1,617,681

営業利益 334,415 1,256,356

営業外収益   

受取利息 750 1,126

受取配当金 18,046 19,180

受取賃貸料 13,476 13,984

その他 10,301 9,916

営業外収益合計 42,574 44,208

営業外費用   

支払利息 9,891 37,549

為替差損 3,963 4,708

その他 2,940 5,018

営業外費用合計 16,795 47,276

経常利益 360,194 1,253,287

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 360,194 1,243,050

法人税等 101,803 364,214

少数株主損益調整前四半期純利益 258,391 878,835

四半期純利益 258,391 878,835



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 258,391 878,835

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,292 79,861

為替換算調整勘定 △22,419 △5,504

その他の包括利益合計 △40,712 74,357

四半期包括利益 217,678 953,192

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 217,678 953,192



  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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