
平成22年2月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成21年10月2日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ダイケン 上場取引所 JQ 
コード番号 5900 URL http://www.daiken.ne.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 藤岡 洋一

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員総務部長 （氏名） 北脇 昭 TEL 06-6392-5551
四半期報告書提出予定日 平成21年10月13日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年8月31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 ％

22年2月期第2四半期 4,767 ― 19 ― 16 ― 0 ―

21年2月期第2四半期 5,512 △9.6 50 △75.1 54 △72.8 32 △77.1

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

22年2月期第2四半期 0.13 ―

21年2月期第2四半期 5.51 ―

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

22年2月期第2四半期 12,462 9,159 73.5 1,558.41
21年2月期 13,805 9,212 66.7 1,567.32

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  9,159百万円 21年2月期  9,212百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年2月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

22年2月期 ― 0.00

22年2月期 
（予想）

― 12.00 12.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 10,300 △10.2 325 △1.8 300 0.2 140 65.3 23.82
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
［（注）詳細は、４頁【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、４頁【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 5,970,480株 21年2月期  5,970,480株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  93,238株 21年2月期  92,638株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第2四半期 5,877,585株 21年2月期第2四半期 5,879,736株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す 
る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規 
則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
平成22年２月期の業績予想に記載した数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、 
多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想値と異なる場合が 
あります。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化、輸出や生産の減少による企
業の設備投資の抑制、雇用情勢の悪化等、経済活動全体を取り巻く環境は非常に厳しい状況が続いており
ます。 
建築金物業界におきましては、事業分野であります建築・設備の業界におきましても、公共工事は補正

予算の執行により若干の増加がみられたものの、民間工事や設備投資が低迷しております。新設住宅着工
戸数で特にマンションの減少に歯止めがかからず、依然として厳しい状況が続いております。 
このような状況の中、当社は高止まりしておりました一部の材料価格の値下がりと共に、ここ数年の投

資による生産工程の改善、製造経費の低減や、エクステリア関連の製品在庫の数量削減を進め、製造原価
や配送コスト等の販売管理費の削減に取り組んでまいりました。 
販売面については取引先や関連業界の展示会にも参画し、販売先へ緊密な営業活動を進め、収益の確保

に取り組みましたが、回復は厳しい状況となりました。 
以上の結果、売上高はエクステリア、建築金物などの急速な需要の落ち込みにより、全体として47億67

百万円となりました。利益面では、製造固定費や販売管理費の削減に取り組んでまいりましたが、営業利
益19百万円、経常利益16百万円となりました。四半期純利益は、たな卸資産評価損38百万円を計上したも
のの、売上債権の減少及び貸倒実績率の低下に伴い発生した貸倒引当金戻入額32百万円を計上したため、
０百万円となりました。 

  

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ13億42百万円減少し、124億62百万円とな
りました。これは、売上の減少に伴い売掛債権が10億76百万円減少したことが主因であります。 
負債につきましては、前事業年度末に比べ12億89百万円減少し、33億３百万円となりました。これ

は、仕入高の減少に伴い買掛金が４億82百万円減少し、たな卸資産の圧縮により資金繰りに余裕ができ
たため短期借入金が４億97百万円減少したことが主因であります。 
なお、純資産は、前事業年度末に比べ53百万円減少し、91億59百万円となりました。これは、前事業

年度に係る配当金及び第２四半期純利益により利益剰余金が69百万円減少したことが主因であります。
この結果、自己資本比率は73.5％となりました。 

  

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少５億86百万円
などにより収入減となったものの、売上債権の減少10億76百万円、たな卸資産の減少３億32百万円など
により、９億85百万円の収入となりました。 
当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、営業所移転などに伴う固定資

産の取得による支出１億37百万円などにより、１億44百万円の支出となりました。 
当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額により４

億50百万円及び長期借入金の返済１億55百万円により、６億74百万円の支出となりました。 
これらの結果、当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ１億56百

万円増加し、８億82百万円となりました。 
  

金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の改正に伴う当社業績への影響が見通し難い状況では
ありますが、他の要因による業績の変動も現時点では想定されないことから、平成21年６月29日付発表の
「業績予想の修正に関するお知らせ」通期の業績予想に変更はありません。 
今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の変動状況

(2) キャシュ・フローの状況

3. 業績予想に関する定性的情報
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繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化がな
く、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場合には、前事業年度決算にお
いて採用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前事業年度
末以降に経営環境等に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認めら
れた場合には、前事業年度決算において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに当該
著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

該当事項はありません。 
  

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財
務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

当第１四半期会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会
計基準委員会 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低
下による簿価切下げの方法)に変更しております。 
 なお、この変更により当第２四半期累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益は5,971千円増加
し、税引前四半期純利益が32,150千円減少しております。 

当第１四半期会計期間より機械装置の耐用年数について、平成20年法人税法の改正を契機として
見直しを行い、従来採用していた10～13年の耐用年数を10年に変更しております。 
 これにより、当第２四半期累計期間の売上総利益は5,227千円減少し、営業利益、経常利益及び
税引前純利益は、それぞれ5,683千円減少しております。 

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
(簡便な会計処理）

①繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
(会計処理基準に関する事項の変更)

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

(追加情報)
有形固定資産の耐用年数の変更
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,617,704 1,460,994

受取手形 1,761,951 2,366,062

売掛金 1,587,209 2,059,809

商品 4,041 10,112

製品 598,102 829,275

原材料 246,056 326,804

仕掛品 140,894 189,328

貯蔵品 20,795 24,908

繰延税金資産 81,640 82,822

その他 46,005 73,014

貸倒引当金 △1,678 △33,858

流動資産合計 6,102,723 7,389,275

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,576,075 2,567,582

機械及び装置（純額） 315,893 347,355

土地 2,248,134 2,254,893

その他 193,787 267,011

有形固定資産合計 5,333,891 5,436,843

無形固定資産 45,048 38,780

投資その他の資産   

投資有価証券 330,007 298,944

関係会社株式 20,000 20,000

保険積立金 499,355 492,461

破産更生債権等 2,094 1,965

繰延税金資産 － 5,449

その他 160,747 152,830

貸倒引当金 △31,194 △31,065

投資その他の資産合計 981,010 940,585

固定資産合計 6,359,949 6,416,209

資産合計 12,462,673 13,805,485
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 255,193 390,491

買掛金 1,173,281 1,656,264

短期借入金 1,037,500 1,535,000

未払金 126,182 209,339

未払法人税等 13,962 91,125

未払費用 144,211 121,881

賞与引当金 142,116 156,602

その他 152,487 78,138

流動負債合計 3,044,935 4,238,842

固定負債   

長期借入金 12,500 120,000

役員退職慰労引当金 178,925 171,675

繰延税金負債 4,644 －

その他 62,536 62,521

固定負債合計 258,606 354,196

負債合計 3,303,541 4,593,039

純資産の部   

株主資本   

資本金 481,524 481,524

資本剰余金 250,398 250,398

利益剰余金 8,460,339 8,530,115

自己株式 △53,520 △53,228

株主資本合計 9,138,741 9,208,809

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,390 3,636

評価・換算差額等合計 20,390 3,636

純資産合計 9,159,132 9,212,445

負債純資産合計 12,462,673 13,805,485
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 4,767,732

売上原価 3,328,881

売上総利益 1,438,851

販売費及び一般管理費 1,419,021

営業利益 19,829

営業外収益  

受取利息 952

受取配当金 8,221

助成金収入 11,305

その他 7,334

営業外収益合計 27,813

営業外費用  

支払利息 7,000

売上割引 11,556

為替差損 6,679

その他 5,583

営業外費用合計 30,818

経常利益 16,824

特別利益  

貸倒引当金戻入額 32,280

特別利益合計 32,280

特別損失  

たな卸資産評価損 38,121

その他 1,804

特別損失合計 39,925

税引前四半期純利益 9,178

法人税、住民税及び事業税 8,314

法人税等調整額 106

法人税等合計 8,420

四半期純利益 757
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 9,178

減価償却費 169,741

たな卸資産評価損 38,121

引当金の増減額（△は減少） △39,286

受取利息及び受取配当金 △9,174

支払利息 7,000

売上債権の増減額（△は増加） 1,076,622

たな卸資産の増減額（△は増加） 332,416

仕入債務の増減額（△は減少） △586,006

その他の資産の増減額（△は増加） △21,826

その他の負債の増減額（△は減少） △9,533

未払消費税等の増減額（△は減少） 84,296

その他 12,225

小計 1,063,774

利息及び配当金の受取額 9,111

利息の支払額 △6,604

法人税等の支払額 △80,296

営業活動によるキャッシュ・フロー 985,984

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △137,487

有形固定資産の売却による収入 10,002

定期預金の預入による支出 △735,000

定期預金の払戻による収入 735,000

その他 △17,304

投資活動によるキャッシュ・フロー △144,789

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △450,000

長期借入金の返済による支出 △155,000

自己株式の取得による支出 △292

配当金の支払額 △69,675

財務活動によるキャッシュ・フロー △674,967

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 156,710

現金及び現金同等物の期首残高 725,994

現金及び現金同等物の四半期末残高 882,704
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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「参考」

前年同四半期に係る財務諸表

(1) （要約）四半期損益計算書

前第２四半期会計期間累計（平成20年３月１日～平成20年８月31日）

科  目

前年同四半期 

(平成21年２月期第２四半期)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 5,512,155

Ⅱ 売上原価 3,884,059

  売上総利益 1,628,095

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,577,544

  営業利益 50,551

Ⅳ 営業外収益 34,243

Ⅴ 営業外費用 30,670

  経常利益 54,124

Ⅵ 特別利益 13,887

Ⅶ 特別損失 1,981

  税引前四半期純利益 66,030

  税金費用 33,613

  四半期純利益 32,417
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（注）１ 金額については、製造原価で記載しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
（注）１ 当社は、外装用建材の外装パネル以外の品目は見込生産で行っております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

品  目

前年同四半期
(平成21年２月期第２四半期)

当四半期
(平成22年２月期第２四半期)

比較増減 
(△は減)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円)

建築金物 1,275,597 39.5 1,041,888 39.2 △233,709

外装用建材 337,379 10.5 341,977 12.9 4,598

エクステリア 1,573,781 48.8 1,236,172 46.6 △337,609

その他 39,221 1.2 34,060 1.3 △5,160

合  計 3,225,979 100.0 2,654,098 100.0 △571,880

(2) 受注実績

品  目
受注高 受注残高

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

外装用建材

 外装パネル 61,013 47.6 62,370 38.7

(3) 販売実績

品  目

前年同四半期
(平成21年２月期第２四半期)

当四半期
(平成22年２月期第２四半期)

比較増減 
(△は減)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円)

製品・商品

 建築金物 2,164,959 39.3 1,889,619 39.6 △275,340

 外装用建材 649,968 11.8 703,344 14.8 53,376

 エクステリア 2,090,365 37.9 1,662,063 34.8 △428,302

 その他 513,636 9.3 423,794 8.9 △89,842

小計 5,418,929 98.3 4,678,820 98.1 △740,108

不動産事業収入 93,225 1.7 88,911 1.9 △4,313

合  計 5,512,155 100.0 4,767,732 100.0 △744,422

㈱ダイケン（5900）　平成22年2月期第2四半期決算短信

11




