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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 2,073 2.4 235 35.3 253 27.7 164 19.2
25年3月期第1四半期 2,025 73.2 173 ― 198 ― 138 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 465百万円 （118.7％） 25年3月期第1四半期 212百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 28.79 ―
25年3月期第1四半期 24.15 ―

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

26年3月期第1四半期 12,170 7,474 61.4 1,305.65
25年3月期 12,199 7,123 58.4 1,244.34
（参考） 自己資本 26年3月期第1四半期 7,474百万円 25年3月期 7,123百万円

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

25年3月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 10.00 ― 20.00 30.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 5,500 9.4 650 4.2 680 7.7 450 ― 78.61
通期 14,300 18.0 1,980 8.2 1,980 7.0 1,350 11.2 235.83



(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（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)詳細は、添付資料３ページ「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予想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 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 有
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） 26年3月期1Q 6,100,000 株 25年3月期 6,100,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 375,605 株 25年3月期 375,605 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 5,724,395 株 25年3月期1Q 5,724,426 株
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（１）経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権の経済政策や金融緩和などを背景とした円安・株高傾

向を受けて、企業業績や消費動向が改善するなど全体としての景況感は改善されつつあります。しかしながら、為

替や株式市場の大きな変動や円安進行による原材料価格の上昇など依然として先行きは不透明な状況となっており

ます。

このような状況の下、当社グループは、国内で安定した利益を確保するために、製造工程において、生産ライン

の改善、経費削減活動等を継続的に実施し、生産性・品質の向上、コスト削減に積極的に取り組んでまいりまし

た。これらの結果、営業利益は前年同期比で大きく拡大いたしました。

受注活動に関しましては、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、一戸当たりの売上増を

図る等、販売の効率化に取り組んでまいりました。また、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

売強化に取り組んでまいりました。これらの結果、受注残高においては前年同期と比較して28.6％増加しておりま

す。

一方、中国の不動産市場を巡っては住宅価格の高騰を受け中国政府が規制に乗り出していますが、規制対象は

北京市や上海市などの大都市に限られており、対策も３軒目の住宅ローン利用停止など高所得者層を対象とした限

定的なものであります。また、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需要が継続

するものと見込んでおります。さらに中国政府の内装付住宅の推進により、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に推移しております。

このような環境の下、高付加価値製品（高級塗装ドア）等の受注活動を積極的に行い、シェアの確保と取引先の

新規開拓を活動を進めてきました結果、受注残高は前年同期と比較して59.6％増と大きく増加しております。

また、中国内陸部への供給体制の拡充を図るため、江西省宜春市に新工場の建設を進めてまいりました。新工場

は天候不順等に起因する経済技術開発区のインフラ工事の遅延もあり、新工場建設計画が予定より遅延気味で進行

しておりましたが、建物が完成し、機械の搬入も完了いたしました。現在、集塵工事や機械配線（電気工事）、社

員の教育訓練など、生産準備を行っております。2013年8月10日から試験稼動を開始し、2013年9月1日から本格操

業の予定です。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,073百万円（前年同期比2.4％増）、利益面では、営業利益

235百万円（前年同期比35.3％増）、経常利益253百万円（前年同期比27.7％増）、四半期純利益164百万円（前年

同期比19.2％増）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3,846百万円（前年同期比28.6％増）、中国では

7,153百万円（前年同期比59.6％増）と順調に推移いたしました。

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における資産総額は12,170百万円となり、前連結会計年度末より28百万円減少して

おります。これは主に、受取手形及び売掛金の減少589百万円,商品及び製品の増加286百万円、仕掛品の増加25百

万円、建物及び構築物の増加32百万円、建物仮勘定の増加111百万円によるものです。 

負債総額は4,696百万円となり、前連結会計年度末より379百万円減少しております。これは主に支払手形及び買

掛金の増加189百万円、短期借入金の減少129百万円、未払金の減少202百万円、未払法人税等の減少209百万円によ

るものです。

純資産につきましては、7,474百万円となり、前連結会計年度末より350百万円増加しております。これは主に利

益剰余金の増加50百万円、為替換算調整勘定の増加302百万円によるものです。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末より3.0％増加して61.4％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月８日に公表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

（在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更）

従来、在外連結子会社の収益及び費用は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、在外連

結子会社の重要性が増加傾向にあり、かつ、近年の為替相場の変動も大きいことから、換算に期中平均相場を用い

ることが在外連結子会社の業績をより適切に連結財務諸表に反映させることになるため、当第１四半期連結会計期

間より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。

当該会計方針の変更は遡及適用され、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、遡及適用後の

四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第１四半期連結累計期間の売上高は32,386千円、営業利益は6,206千

円、経常利益は6,430千円、四半期純利益は4,823千円、それぞれ減少しております。また、前連結会計年度の期首

の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は990千円増加し、為替換算調整勘定

の前期首残高が同額減少しております。

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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,094,135 1,045,224

受取手形及び売掛金 5,253,691 4,663,720

電子記録債権 434,705 443,227

商品及び製品 350,696 637,249

仕掛品 94,399 119,552

原材料及び貯蔵品 297,599 307,516

繰延税金資産 49,271 52,028

未収入金 32,475 50,722

その他 276,360 354,701

貸倒引当金 △44,000 △37,000

流動資産合計 7,839,336 7,636,943

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,078,377 1,111,039

土地 962,125 962,125

その他（純額） 832,527 955,150

有形固定資産合計 2,873,031 3,028,315

無形固定資産

その他 132,881 148,687

無形固定資産合計 132,881 148,687

投資その他の資産

投資有価証券 1,035,206 1,034,023

関係会社出資金 44,700 44,700

会員権 72,995 72,995

その他 202,250 205,764

貸倒引当金 △664 △664

投資その他の資産合計 1,354,487 1,356,819

固定資産合計 4,360,400 4,533,821

資産合計 12,199,737 12,170,765



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,621,163 1,810,492

短期借入金 1,589,874 1,460,665

1年内返済予定の長期借入金 26,057 28,349

未払金 686,928 483,973

未払法人税等 304,607 94,773

未払消費税等 31,501 27,706

賞与引当金 44,245 77,295

その他 301,910 250,685

流動負債合計 4,606,290 4,233,942

固定負債

長期借入金 16,286 17,718

繰延税金負債 28,725 27,436

退職給付引当金 166,136 158,405

長期未払金 259,180 259,180

固定負債合計 470,328 462,740

負債合計 5,076,618 4,696,683

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 5,463,879 5,514,201

自己株式 △260,922 △260,922

株主資本合計 6,759,956 6,810,278

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 165,856 163,504

為替換算調整勘定 197,305 500,299

その他の包括利益累計額合計 363,162 663,803

純資産合計 7,123,118 7,474,082

負債純資産合計 12,199,737 12,170,765



（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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 2,025,460 2,073,904

売上原価 1,267,746 1,344,253

売上総利益 757,713 729,650

販売費及び一般管理費 583,731 494,224

営業利益 173,982 235,425

営業外収益

受取利息 412 4,912

受取配当金 15,817 19,853

受取賃貸料 4,271 4,318

為替差益 11,051 23,977

その他 2,930 1,518

営業外収益合計 34,484 54,580

営業外費用

支払利息 9,849 13,998

手形売却損 － 22,010

その他 273 783

営業外費用合計 10,123 36,792

経常利益 198,343 253,213

特別損失

固定資産除却損 10,237 24

特別損失合計 10,237 24

税金等調整前四半期純利益 188,105 253,188

法人税等 49,867 88,378

少数株主損益調整前四半期純利益 138,237 164,810

四半期純利益 138,237 164,810



（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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 138,237 164,810

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △17,286 △2,352

為替換算調整勘定 91,915 302,993

その他の包括利益合計 74,629 300,641

四半期包括利益 212,866 465,451

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 212,866 465,451



該当事項はありません。

該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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