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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 68,821 ― 550 ― 378 ― △12 ―

20年3月期第1四半期 78,135 16.3 807 47.1 629 133.9 201 87.6

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

21年3月期第1四半期 △0.44 ―

20年3月期第1四半期 7.13 6.38

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

21年3月期第1四半期 152,039 18,803 12.0 646.84
20年3月期 150,693 18,809 12.2 647.82

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  18,285百万円 20年3月期  18,313百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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

第2四半期連結累計期間 142,000 △6.5 1,000 60.1 750 ― 100 ― 3.53
通期 290,000 △1.0 3,200 301.1 2,200 ― 500 ― 17.67

4.  その他 
(1) 期中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  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(3) 四半期連結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（四半期連結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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．平成20年５月15日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実
際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関す
る定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 株式会社ＫＥＹ ＢＯＡＲＤ ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 28,292,112株 20年3月期 28,292,112株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 23,260株 20年3月期 22,993株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 28,269,031株 20年3月期第1四半期 28,269,833株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、米国や欧州諸国を中心とする海外景気の減速や円高に伴う輸出環境の悪化、

原油を始めとする資源や穀物価格の高騰による企業収益や家計への影響など、一段と減速感が強まりました。 

 住宅業界におきましても、当第１四半期の新設住宅着工戸数は289千戸（前年同期比11.0％減）、当社グループが

主力とする持ち家着工戸数も84千戸（同6.7％減）と前年同期を下回り、需要の盛り上がりを欠く状況が継続してお

ります。 

 このような状況の中で当社グループは、合板を始めとする建材全般の拡販と粗利率向上に努めるとともに、経費全

般の見直しと削減に注力いたしました。 

 この結果、当第１四半期における業績は、連結売上高は前年同期比93億14百万円減の688億21百万円（前年同期比

11.9％減）、連結営業利益は前年同期比２億57百万円減の５億50百万円（同31.9％減）、連結経常利益は前年同期比

２億50百万円減の３億78百万円（同39.8％減）、連結四半期純損失は12百万円（前年同期は連結四半期純利益２億１

百万円）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 総合建材卸売事業 

 当社グループの主力取扱商品であります合板は、輸入量の減少や国内メーカーの生産調整により市況が若干なが

ら上向きとなりましたが、前年同期との比較ではなお大幅な下方水準にあります。一方、需要量は引続き弱含み

で、中核企業でありますジャパン建材株式会社の取扱量は、前年同期比96％程度となりました。これにより、売上

高、営業利益共前年同期を下回りました。 

 合板二次製品、建材及び住宅機器の住設建材群につきましても、需要が盛り上がりを欠く中苦戦いたしました。

 この結果、当事業の売上高は668億98百万円（前年同期比11.8％減）、営業利益は６億43百万円（同16.7％減）

となりました。 

② 合板製造・木材加工事業 

 合板製造事業におきましては、原木や接着剤等の原材料価格が、国際的な需給バランスのタイト化やロシアの輸

出関税引上げを受けて上昇する一方、製品値上げの浸透が進まず、引き続き厳しい事業環境となりました。 

 また、木材加工事業につきましても、最終需要の低迷から苦戦いたしました。 

 この結果、当事業の売上高は15億47百万円（前年同期比13.9％減）、営業損失１億10百万円（前年同期は98百万

円の損失）となりました。 

③ その他の事業 

 その他の事業には、建材小売店の経営指導を中心にフランチャイズ事業を展開している株式会社ハウス・デポ・

ジャパンのほか、物流関係の子会社等６社、建築請負業の子会社２社及び純粋持株会社でありますＪＫホールディ

ングス株式会社を区分しております。 

 株式会社ハウス・デポ・ジャパンは、加盟店が236社と前連結会計年度末比２社増加いたしました。 

 建築請負業の２社につきましては、折からの住宅着工数の大幅な減少を受けて、厳しい業況が続いております。

 一方、ＪＫホールディングス株式会社は、不動産賃貸収入や業務請負収入に加えて子会社からの配当の受領があ

り安定した利益を確保いたしました。 

 この結果、当事業の売上高は３億75百万円（前年同期比28.2％減）、営業利益79百万円（同18.2％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１四半期末における総資産は1,520億39百万円となり、前連結会計年度末に比べて13億46百万円増加いたしま

した。内訳としては、売掛債権やたな卸資産等の流動資産が11億円増加したほか、固定資産も２億45百万円増加いた

しました。 

 負債は1,332億35百万円となり、前連結会計年度末に比べて13億51百万円増加いたしました。内訳としては、支払

手形や買掛金等の流動負債が22億81百万円増加いたしましたが、固定負債は長期借入金の減少を主体に９億30百万円

減少いたしました。 

 純資産は188億３百万円となり、前連結会計年度末に比べて５百万円減少いたしました。 



（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ４億19百万円減少し、

99億21百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は３億５百万円となりました。税金等調整前四半期純利益３億23百万円、減価償

却費３億76百万円のほか、売上債権、たな卸資産及び仕入債務の増減等による資金の獲得70百万円があった一

方、法人税等の支払１億７百万円等がありました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は１億17百万円となりました。固定資産の取得と売却の差額76百万円、有価証券

の取得と売却の差額34百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は６億７百万円となりました。長期借入金の純減額９億79百万円、社債の償還１

億30百万円、配当金の支払１億41百万円、短期借入金の増加６億96百万円等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 

 当第１四半期における業績は、第２四半期累計計画ならびに通期計画に対し概ね想定どおりの進捗状況となってお

り、平成20年５月15日に公表しました業績予想からの見直しは行っておりません。 

４．その他 

（１）期中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） 

 当第１四半期連結会計期間より、株式会社ＫＥＹ ＢＯＡＲＤを新たに設立したため、連結の範囲に含めており

ます。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税金控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

 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）四半期連結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 

① 会計基準等の変更に伴う変更 

ａ．当連結会計年度より「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、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

ｂ．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ92百万円、税金等調整前四半期純利益は221百万円減少し

ております。 



ｃ．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することが

できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。 

なお、これによる損益への影響はありません。 

② ①以外の変更 

当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律平成20年４月30日法

律第23号）及び（減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令 平成20年４月30日 財務

省令第32号））による法定耐用年数の短縮を契機として見直しを行い、機械装置等について、耐用年数の短

縮を行っております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は９百万円減少しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 9,999 10,452 
受取手形及び売掛金 76,819 75,680 
有価証券 111 111 
商品 7,982 7,431 
製品 443 533 
原材料 864 908 
仕掛品 207 195 
未成工事支出金 1,886 1,997 
その他 2,796 2,774 
貸倒引当金 △518 △590 

流動資産合計 100,594 99,493 

固定資産   
有形固定資産   

土地 29,555 29,588 
その他（純額） 13,392 13,216 

有形固定資産合計 42,948 42,804 

無形固定資産   
のれん 76 101 
その他 731 594 

無形固定資産合計 808 696 

投資その他の資産   
投資有価証券 3,408 3,171 
その他 5,753 6,040 
貸倒引当金 △1,474 △1,513 

投資その他の資産合計 7,688 7,698 

固定資産合計 51,445 51,199 

資産合計 152,039 150,693 

負債の部   
流動負債   

支払手形及び買掛金 82,876 81,356 
短期借入金 12,695 11,999 
1年内返済予定の長期借入金 7,637 7,633 
1年内償還予定の社債 160 210 
未払法人税等 41 30 
賞与引当金 451 829 
役員賞与引当金 3 53 
その他 4,200 3,674 

流動負債合計 108,068 105,786 



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

固定負債   
社債 100 180 
新株予約権付社債 1,272 1,272 
長期借入金 15,740 16,724 
退職給付引当金 2,525 2,541 
役員退職慰労引当金 468 490 
債務保証損失引当金 156 156 
その他 4,905 4,732 

固定負債合計 25,167 26,097 

負債合計 133,235 131,884 

純資産の部   
株主資本   

資本金 2,600 2,600 
資本剰余金 5,366 5,366 
利益剰余金 10,444 10,594 
自己株式 △16 △15 

株主資本合計 18,394 18,544 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 136 41 
繰延ヘッジ損益 5 △24 
土地再評価差額金 △251 △247 

評価・換算差額等合計 △109 △231 

少数株主持分 518 495 

純資産合計 18,803 18,809 

負債純資産合計 152,039 150,693 



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 68,821 
売上原価 63,190 

売上総利益 5,631 

販売費及び一般管理費  
従業員給料及び賞与 1,747 
役員賞与引当金繰入額 1 
賞与引当金繰入額 365 
運賃 777 
減価償却費 221 
役員退職慰労引当金繰入額 12 
退職給付引当金繰入額 37 
その他 1,917 

販売費及び一般管理費合計 5,080 

営業利益 550 

営業外収益  
受取利息 12 
受取配当金 33 
仕入割引 61 
不動産賃貸料 67 
その他 123 

営業外収益合計 298 

営業外費用  
支払利息 177 
売上割引 128 
持分法による投資損失 133 
その他 30 

営業外費用合計 470 

経常利益 378 

特別利益  
固定資産売却益 0 
貸倒引当金戻入額 66 
賞与引当金戻入益 20 
役員賞与引当金取崩益 49 

特別利益合計 137 

特別損失  
減損損失 44 
たな卸資産評価損 128 
その他 19 

特別損失合計 192 

税金等調整前四半期純利益 323 

法人税、住民税及び事業税 120 
法人税等調整額 192 

法人税等合計 313 

少数株主利益 22 

四半期純損失（△） △12 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 323 
減価償却費 376 
減損損失 44 
のれん償却額 24 
受取利息及び受取配当金 △46 

支払利息 177 
持分法による投資損益（△は益） 133 
売上債権の増減額（△は増加） △1,132 
たな卸資産の増減額（△は増加） △317 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,520 
その他 △574 

小計 530 

利息及び配当金の受取額 48 
利息の支払額 △165 
法人税等の支払額 △107 

営業活動によるキャッシュ・フロー 305 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
有価証券の取得による支出 △80 
有価証券の売却による収入 45 
固定資産の取得による支出 △90 
固定資産の売却による収入 14 
その他 △6 

投資活動によるキャッシュ・フロー △117 

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） 696 
長期借入れによる収入 700 
長期借入金の返済による支出 △1,679 
社債の償還による支出 △130 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △41 
配当金の支払額 △141 

少数株主への配当金の支払額 △10 
その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △607 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △419 

現金及び現金同等物の期首残高 10,340 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,921 



 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（単位：百万円）

（注）１．事業区分の方法 

当連結グループの事業区分は、建築資材を商社及びメーカー等から仕入販売している卸売販売事業と合板

を製造販売、木材を加工販売している事業及びその他の事業に区分しております。 

２．各事業区分の主要商品及び製品 

３．会計処理の方法の変更 

【定性的情報・財務諸表等】４．（3）①に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて、「総合建材卸売事業」で営業利益が60百万円減少し、「合板製造・木材加工

事業」で営業損失が31百万円増加しております。 

４．追加情報 

【定性的情報・財務諸表等】４．（3）②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改

正（（所得税法等の一部を改正する法律平成20年４月30日法律第23号）及び（減価償却資産の耐用年数等に関

する省令の一部を改正する省令 平成20年４月30日 財務省令第32号））による法定耐用年数の短縮を契機と

して見直しを行い、機械装置等について、耐用年数の短縮を行っております。この変更に伴い、従来の方法に

よった場合に比べて、「合板製造・木材加工事業」の営業損失が９百万円増加しております。 

 
総合建材卸
売事業 

合板製造・
木材加工事
業 

その他の事
業 

計
消去又は全
社 

連結

売上高   
 

   

(1）外部顧客に対する売上高 66,898 1,547 375 68,821 － 68,821 

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 477 1,034 1,133 2,644 (2,644) － 

計 67,376 2,581 1,508 71,466 (2,644) 68,821 

営業利益又は営業損失（△） 643 △110 79 612 (62) 550 

事業区分 売上区分 主要商品及び製品 

総合建材卸売事業 

合板 ラワン合板、針葉樹合板、雑木合板等 

合板二次製品 木質内装材、化粧合板、床材、天井材、外装材等木質系建材 

建材 
石膏ボード、パーチクルボード、ハードボード、サイディング、断熱

材、床材、壁面材、天井材等非木質系建材 

住宅機器 
玄関ドア、下駄箱、階段、収納セット、家具、キッチン、洗面化粧台、

浴槽、トイレ用品、窓周り商品、照明器具、家電製品等 

その他 建築工事請負、土地付住宅の建売分譲 

合板製造・木材加工

事業 
合板等 

ラワン合板、針葉樹合板、構造用ＬＶＬ（単板積層材）、大断面構造用

集成材、２×４パネル 

その他の事業 その他 
フランチャイズ事業、不動産賃貸業、総合建材小売事業、倉庫及び運送

業、建設工事業、旅行業、保険代理業 



ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社はないため該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

(1）（要約）前四半期連結損益計算書 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

（単位：百万円） 

前年同四半期 
（平成20年３月期第１四半期）

科  目 

金 額 

Ⅰ 売上高 78,135

Ⅱ 売上原価 72,188

売上総利益 5,947

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,140

営業利益 807

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息及び受取配当金 44

２．仕入割引 61

３．不動産賃貸料 66

４．雑収入 78 250

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 176

２．売上割引 149

３．持分法による投資損失 75

４．雑損失 26 428

経常利益 629

Ⅵ 特別利益 

１．固定資産売却益 21 21

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産除却損 7

２．役員退職金 9 17

税金等調整前四半期純利益 634

税金費用 387

少数株主利益 45

四半期純利益 201

 

 

 



(2）（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

（単位：百万円） 

前年同四半期 

（平成20年３月期第１四半期）区  分 

金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 634 

減価償却費 295 

のれん償却額 42 

受取利息及び受取配当金 △44 

支払利息 176 

持分法による投資損失 75 

売上債権の増減額 1,643 

たな卸資産の増減額 △1,448 

仕入債務の増減額 796 

その他 799 

小 計 2,970 

利息及び配当金の受取額 53 

利息の支払額 △175 

法人税等の支払額 △1,510 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,337 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △55 

有価証券の売却による収入 35 

固定資産の取得による支出 △943 

固定資産の売却による収入 188 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 1 

その他 25 

投資活動によるキャッシュ・フロー △748 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額 △2,675 

長期借入による収入 1,690 

長期借入返済による支出 △1,574 

社債の償還による支出 △130 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △0 

配当金の支払額 △141 

少数株主への配当金の支払額 △12 

その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,843 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △2,255 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 16,436 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 14,181 



(3）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）      （単位：百万円） 

 
総合建材 

卸売事業 

合板製造・

木材加工事業

その他 

の事業 
計 

消去又 

は全社 
連 結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 75,816 1,796 523 78,135 － 78,135

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 598 1,206 1,110 2,915 (2,915) －

計 76,414 3,003 1,634 81,051 (2,915) 78,135

営業費用 75,642 3,101 1,566 80,310 (2,981) 77,328

営業利益及び営業損失（△） 772 △98 67 741 66 807

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社はないため該当事項はありません。 

 

ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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