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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 13,231 △1.4 △62 ― 7 △97.2 72 ―
23年3月期第1四半期 13,413 4.4 245 ― 279 ― △41 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 73百万円 （93.3％） 23年3月期第1四半期 37百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 1.57 ―
23年3月期第1四半期 △0.91 ―

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

24年3月期第1四半期 58,523 38,489 65.8 837.65
23年3月期 59,350 38,875 65.5 846.06
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  38,489百万円 23年3月期  38,875百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 27,160 △3.3 130 △78.0 190 △70.9 120 △73.6 2.61
通期 59,400 1.3 1,490 2.9 1,620 1.0 1,060 △22.0 23.07
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(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．２「２．サマリー情報（その他）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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。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「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」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 46,783,800 株 23年3月期 46,783,800 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 834,598 株 23年3月期 834,598 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 45,949,202 株 23年3月期1Q 45,951,785 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におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響によって個人消費や設備投資が急激に

落ち込むとともに、製造業におけるサプライチェーンの分断によって生産が低下しました。また、福島第一原子力

発電所事故による放射能拡散や電力供給不足、さらには原油高の影響も加わり、景気の先行きは依然として不透明

な状況にあります。 

 新設住宅着工戸数におきましては、一部の部材等の供給が追いつかないために、多くの現場で工期の遅れが発生

しましたが、ハウスメーカーやビルダー等による部品・部材の調達ルートの再構築が進んだことに加え、住宅ロー

ン減税・フラット35Sの金利優遇等の政策支援が下支えとなって、ようやく落ち着きを見せ始めました。 

 このような情勢のもと、当社グループでは、積極的な販売活動を推進するとともに、木材等原材料価格の値上が

りや原油価格の高騰に伴う接着剤等の副資材価格の上昇といったコストアップ要因に対処するために、製品の販売

価格の見直しとコストダウンの継続に努めてまいりました。 

 なお、当第１四半期連結累計期間においては、適格退職年金制度から確定拠出年金制度への移行に伴う特別利益

（退職給付制度改定益）として134百万円を計上しております。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高13,231百万円（前年同四半期比1.4％減）、営

業損失62百万円（前年同四半期は営業利益245百万円）、経常利益７百万円（前年同四半期比97.2％減）、四半期

純利益72百万円（前年同四半期は四半期純損失41百万円）となりました。 

  

（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の財政状態は、総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円

の減少、負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円の減少、純資産は 百万円となり、

前連結会計年度末に比べ 百万円の減少となりました。 

 総資産の減少の主なものは、有価証券が増加したものの、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金が減少したこ

とによるものであります。負債の減少の主なものは、支払手形及び買掛金並びに退職給付引当金の減少によるもの

であります。純資産の減少の主なものは、配当金の支払いによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の景気見通しは、東日本大震災で分断されたサプライチェーンの立て直しが進み、生産活動が回復していく

とともに、輸出の緩やかな増加や企業収益の改善などにより、景気が持ち直していくと考えられております。しか

しながら、その一方で電力供給の制約や原子力災害、加えて円高の長期化や海外経済リスクなど、景気の先行き不

透明感は依然として残っております。 

 新設住宅着工戸数におきましては、震災による住宅取得意欲の冷え込みといった懸念はありますが、震災直後に

着工を先送りした工事の再開や復興需要、さらには政府による住宅購入者向けの優遇政策の継続などにより、当面

は現状程度で推移するものと考えられます。 

 このような状況の中、当社グループでは、引き続き更なる新製品の開発を推し進めながら、生産の効率化と売上

高の増大を図り、安定した収益の確保を目指します。なお、業績予想につきましては、平成23年５月９日に公表し

た計画から変更はありません。 

  

（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 

１．簡便な会計処理 

①たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿 

価切下げを行う方法によっております。 

  

②繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発 

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・ 

プランニングを利用する方法によっております。 

  

③固定資産の減価償却費の算定方法に関しては、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る 

減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

58,523 826

20,033 440 38,489

386

２．サマリー情報（その他）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 

 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 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

・会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しておりま

す。 

  

・退職給付関係 

 当社は、平成23年４月１日付で、適格退職年金制度を廃止し、確定拠出年金制度へ移行しております。これ

に伴い「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。

 本移行に伴う影響額は、特別利益（退職給付制度改定益）として134百万円計上しております。 

  



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,523 10,841

受取手形及び売掛金 19,872 18,006

有価証券 2,609 3,950

製品 3,400 4,117

仕掛品 1,735 1,900

原材料及び貯蔵品 2,644 2,674

繰延税金資産 546 546

未収入金 1,811 1,837

その他 146 381

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 45,289 44,254

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,121 3,075

機械装置及び運搬具（純額） 2,006 1,862

土地 3,462 3,462

リース資産（純額） 162 153

建設仮勘定 6 145

その他（純額） 185 169

有形固定資産合計 8,945 8,869

無形固定資産 496 432

投資その他の資産   

投資有価証券 2,481 2,537

出資金 6 6

関係会社出資金 － 320

長期前払費用 301 269

繰延税金資産 222 222

長期預金 1,000 1,000

その他 627 630

貸倒引当金 △19 △19

投資その他の資産合計 4,618 4,967

固定資産合計 14,060 14,269

資産合計 59,350 58,523



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,615 12,204

リース債務 40 40

未払金 2,585 2,516

未払費用 518 577

未払法人税等 79 40

未払消費税等 108 96

賞与引当金 539 868

災害損失引当金 19 6

設備関係支払手形 75 61

その他 41 80

流動負債合計 16,624 16,492

固定負債   

リース債務 131 121

繰延税金負債 39 88

退職給付引当金 2,740 2,442

環境対策引当金 135 115

資産除去債務 12 12

負ののれん 591 568

長期預り保証金 109 89

その他 90 102

固定負債合計 3,850 3,541

負債合計 20,474 20,033

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,285 3,285

資本剰余金 1,370 1,370

利益剰余金 34,234 33,847

自己株式 △157 △157

株主資本合計 38,732 38,345

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 142 143

その他の包括利益累計額合計 142 143

純資産合計 38,875 38,489

負債純資産合計 59,350 58,523



（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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 13,413 13,231

売上原価 10,075 10,223

売上総利益 3,337 3,008

販売費及び一般管理費 3,092 3,070

営業利益又は営業損失（△） 245 △62

営業外収益   

受取利息 12 10

受取配当金 17 67

仕入割引 18 18

受取賃貸料 6 8

負ののれん償却額 22 22

持分法による投資利益 － 5

雑収入 19 19

営業外収益合計 97 153

営業外費用   

売上割引 28 29

賃貸収入原価 0 1

為替差損 7 28

持分法による投資損失 1 －

雑損失 25 22

営業外費用合計 63 83

経常利益 279 7

特別利益   

固定資産売却益 0 0

退職給付制度改定益 － 134

特別利益合計 0 134

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 0 2

投資有価証券評価損 145 －

環境対策引当金繰入額 137 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23 －

災害による損失 － 29

特別損失合計 307 32

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（△）

△27 109

法人税等 14 37

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（△）

△41 72

四半期純利益又は四半期純損失（△） △41 72



（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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

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（△）

△41 72

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 79 0

その他の包括利益合計 79 0

四半期包括利益 37 73

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 37 73

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 連結子会社である小名浜合板株式会社は、平成23年７月１日付で、適格退職年金制度を廃止し、確定拠出年金制

度へ移行しております。 

 なお、制度移行に伴う当連結会計年度の損益に与える影響額は算定中であり、合理的に見積もることが困難であ

るため記載しておりません。 

  

（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

（５）重要な後発事象
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