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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,536 5.8 42 △65.3 32 △70.8 10 △90.2
25年3月期第1四半期 2,398 10.6 121 607.5 109 ― 103 ―

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 0.36 ―
25年3月期第1四半期 3.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 10,064 3,206 31.9
25年3月期 10,205 3,270 32.0
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  3,206百万円 25年3月期  3,270百万円

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 ― 0.00 ― 1.50 1.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 1.50 1.50

3. 平成26年 3月期の業績予想（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) 4,800 0.6 90 △58.2 60 △67.9 20 △86.8 0.71
通期 10,000 0.3 300 △31.0 230 △38.9 180 △36.9 6.35



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 28,373,005 株 25年3月期 28,373,005 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 18,257 株 25年3月期 18,194 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 28,354,803 株 25年3月期1Q 28,355,869 株

※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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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可能性があります。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P．２ 「（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府によるデフレ脱却に向けた金融政策や成長戦
略への期待感から、円安・株高が進行し、輸出や生産は回復基調となりました。また、企業収益の改
善から設備投資や個人消費は持ち直し傾向となりました。しかしながら、欧州の金融不安や中国経済
の減速懸念等、依然として先行きは不透明な状況が続いております。 
当社と関連の深い住宅業界におきましては、景況感の改善と消費税増税前の駆け込み需要を見込ん

だ投資により、住宅着工戸数は、平成25年４月から平成25年５月までの累計で前年比10.0％増加し、
底堅い動きとなりました。  
当該期間の業績につきましては、原材料費及びエネルギー関連費用（ＬＮＧ、電力）の上昇が収益

を圧迫し、販売量の増加や生産性の改善などコストダウンに努めましたが、利益は小額に止まりまし
た。 
当第１四半期累計期間の売上高は25億36百万円（前年同四半期比5.8%増）、営業利益は42百万円

（同 65.3%減）、経常利益は32百万円（同 70.8%減）、四半期純利益は10百万円（同 90.2%減）であ
ります。  

  

 (1)資産 
流動資産は、前事業年度末に比べて２億７百万円減少し、43億23百万円となりました。これは主に

現金及び預金の減少、受取手形及び売掛金の減少、商品及び製品の減少によるものです。  
固定資産は、前事業年度末に比べて66百万円増加し、57億40百万円となりました。これは主に有形

固定資産の増加と投資有価証券の減少によるものです。 
 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて１億41百万円減少し、100億64百万円となりました。 

 (2)負債 
流動負債は、前事業年度末に比べて３億30百万円減少し、45億30百万円となりました。これは主に

支払手形及び買掛金の減少、短期借入金の減少によるものです。 
 固定負債は、前事業年度末に比べて２億51百万円増加し、23億26百万円となりました。これは主に
長期借入金の増加によるものです。 
 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて78百万円減少し、68億57百万円となりました。  

(3)純資産 

純資産は、前事業年度末に比べて63百万円減少し、32億６百万円となりました。これは主に利益剰
余金の減少及びその他有価証券評価差額金の減少によるものです。 

  

住宅業界におきましては、政府の住宅取得のための経済政策により、個人の住宅購入意欲が回復し
つつあります。また、消費税率引き上げ前の駆け込みもあり、住宅着工戸数は前年度より増加傾向で
推移していくものと予想されます。 
 このような状況の下、当社は、お客様からのご要望の多い環境に配慮したフロアー基材用途向け製
品や耐水性・耐久性に優れた建材製品向けの供給を増加し、一方、汎用性製品用途向けにつきまして
は、従来よりのニュージーランド製品に加えて、東南アジアからのＯＥＭ製品の拡販を進めてまいり
ます。 
当社の業績予想につきましては、平成25年4月26日に公表しました業績予想から変更はありませ

ん。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,109,018 1,034,482

受取手形及び売掛金 1,457,185 1,438,143

商品及び製品 1,111,945 1,019,087

仕掛品 223,129 221,183

原材料及び貯蔵品 497,292 502,775

その他 132,494 107,528

流動資産合計 4,531,065 4,323,201

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 1,200,064 1,357,433

土地 3,107,817 3,107,817

その他（純額） 623,821 582,877

有形固定資産合計 4,931,703 5,048,128

無形固定資産 15,793 17,665

投資その他の資産   

投資有価証券 693,584 645,914

その他 39,329 35,319

貸倒引当金 △6,100 △6,100

投資その他の資産合計 726,814 675,133

固定資産合計 5,674,311 5,740,927

資産合計 10,205,377 10,064,129
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(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 2,059,086 1,957,999

短期借入金 1,200,000 1,000,000

1年内償還予定の社債 168,000 135,000

1年内返済予定の長期借入金 1,046,368 996,835

未払法人税等 35,467 2,943

賞与引当金 99,000 41,000

その他 252,391 396,474

流動負債合計 4,860,313 4,530,252

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 1,460,003 1,699,170

繰延税金負債 196,241 180,075

退職給付引当金 329,117 315,574

環境対策引当金 19,737 20,005

その他 19,919 62,085

固定負債合計 2,075,019 2,326,911

負債合計 6,935,333 6,857,163

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,343,871 2,343,871

利益剰余金 1,001,924 969,581

自己株式 △3,196 △3,206

株主資本合計 3,342,599 3,310,245

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,193 △2,311

繰延ヘッジ損益 24,852 25,633

土地再評価差額金 △126,602 △126,602

評価・換算差額等合計 △72,556 △103,279

純資産合計 3,270,043 3,206,965

負債純資産合計 10,205,377 10,064,129
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(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 2,398,002 2,536,596

売上原価 1,987,565 2,195,956

売上総利益 410,436 340,639

販売費及び一般管理費 288,760 298,393

営業利益 121,676 42,246

営業外収益   

受取利息及び配当金 6,650 6,323

業務受託料 4,350 2,850

その他 793 1,772

営業外収益合計 11,793 10,945

営業外費用   

支払利息 15,518 13,283

その他 8,009 7,798

営業外費用合計 23,527 21,081

経常利益 109,942 32,110

特別損失   

固定資産除却損 － 20,635

特別損失合計 － 20,635

税引前四半期純利益 109,942 11,475

法人税、住民税及び事業税 6,290 1,286

法人税等合計 6,290 1,286

四半期純利益 103,652 10,188
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）四半期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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