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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 1,824 ― △25 ― △23 ― △7 ―
20年3月期第1四半期 1,942 △4.9 △13 ― △14 ― △2 ―

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 △19.73 ―
20年3月期第1四半期 △7.55 ―

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 7,700 2,003 25.9 5,469.04
20年3月期 7,590 1,975 25.9 5,393.68

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,993百万円 20年3月期  1,965百万円

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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 35.00 35.00

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 4,200 ― 50 ― 35 ― 20 ― 54.87
通期 8,500 7.1 100 ― 80 ― 50 ― 137.17

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）  無  

(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、２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、２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、その他特記事項 
・本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報及び計画に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の経済
情勢等によって予想数値と異なる場合があります。 
・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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。
以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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） 21年3月期第1四半期  400,000株 20年3月期  400,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  35,543株 20年3月期  35,543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  364,457株 20年3月期第1四半期  364,620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１四半期連結会計期間（平成 20年４月１日から平成20年６月 30日まで）の当社グループの状況は、新

設住宅着工戸数の前年同期比 11.0％の減少、中でも持家着工戸数の前年同期比 6.7％減少の影響を受け、木材・

建材事業は引続き前第１四半期連結会計期間比約８％の減少となっており、特にマンション関係業者への納材

は大きく後退しております。不動産事業は安定した賃料収入に加え、連結子会社である株式会社三重ナゴヤホ

ームズでのマンション販売が予定通りに行われましたが、木材・建材事業の赤字をカバーするには至りません

でした。 

この結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は 1,824 百万円（前年同期比 117 百万円減、

6.1％減）、経常損失23百万円（前年同期は経常損失 14百万円）、四半期純損失は７百万円（前年同期は四半期

純損失２百万円）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（平成 20年６月 30日現在）の当社グループの財政状態は、木材・建材事

業について上記で述べました原因による売上高減少の影響で、前連結会計年度末に比較して売上債権は59

百万円減少しました。一方で、当社において将来の資材高騰を見込み積極的な在庫投資を行いました結果、

たな卸資産が前連結会計年度末に比較して 69 百万円増加しております。これに対応して仕入債務が前連

結会計年度末に比較して 42 百万円増加しております。また、株価の一部に回復が見られた影響で投資有

価証券が前連結会計年度末に比較して 58 百万円増加しております。借入債務につきましては、短期借入

金が増加したことにより 153 百万円増加しております。これらの複合的な影響により、現金及び預金は前

連結会計年度末に比較して 43百万円増加しております。 

この結果、自己資本比率は平成 20年３月期と同水準の 25.9％となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成 20 年３月期決算発表時と変更はあ

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） 

該当事項はありません。 

(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 

（簡便な会計処理） 

固定資産の減価償却費の算定方法 
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。 

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 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定にあたり加味する加減算項目や税額控除項目

を、重要なものに限定しております。 

(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当第１四半期連結会計期間より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12号 平成 19

年３月 14日）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 平

成 19年３月14日）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。 

②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。これによる損益に与える影響はありません。 

 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 684,859 640,955

受取手形及び売掛金 1,678,956 1,738,524

商品及び製品 695,389 673,914

仕掛品 344,971 203,264

原材料 30,424 123,758

その他 70,980 62,021

貸倒引当金 △17,765 △19,758

流動資産合計 3,487,816 3,422,681

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,569,605 2,569,605

その他（純額） 804,939 820,492

有形固定資産合計 3,374,544 3,390,098

無形固定資産 2,288 2,740

投資その他の資産   

投資有価証券 734,001 675,825

その他 191,324 188,165

貸倒引当金 △89,556 △88,755

投資その他の資産合計 835,770 775,235

固定資産合計 4,212,603 4,168,074

資産合計 7,700,419 7,590,755

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,623,235 1,580,567

短期借入金 1,270,000 950,000

1年内償還予定の社債 499,550 498,875

1年内返済予定の長期借入金 656,644 573,132

未払法人税等 1,089 2,826

賞与引当金 10,018 19,000

その他 203,539 285,115

流動負債合計 4,264,076 3,909,517

固定負債   

長期借入金 232,380 482,260

繰延税金負債 776,590 749,682

退職給付引当金 171,629 179,445

役員退職慰労引当金 8,070 8,070

受入敷金保証金 243,872 286,292

固定負債合計 1,432,542 1,705,750

負債合計 5,696,619 5,615,267



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,000 200,000

資本剰余金 6,567 6,567

利益剰余金 1,605,263 1,612,455

自己株式 △107,409 △107,409

株主資本合計 1,704,422 1,711,613

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 288,809 254,151

評価・換算差額等合計 288,809 254,151

少数株主持分 10,569 9,722

純資産合計 2,003,800 1,975,487

負債純資産合計 7,700,419 7,590,755



（２）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）

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 1,824,677

売上原価 1,600,624

売上総利益 224,052

販売費及び一般管理費 249,186

営業利益 △25,133

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 7,660

仕入割引 6,020

その他 2,857

営業外収益合計 16,539

営業外費用  

支払利息 11,759

売上割引 2,976

その他 624

営業外費用合計 15,361

経常利益 △23,955

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,191

賞与引当金戻入額 13,982

特別利益合計 15,173

税金等調整前四半期純利益 △8,782

法人税、住民税及び事業税 1,319

法人税等調整額 △3,756

法人税等合計 △2,437

少数株主利益 846

四半期純利益 △7,191



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 △8,782

減価償却費 16,791

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,982

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,816

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,191

受取利息及び受取配当金 △7,661

支払利息 11,759

売上債権の増減額（△は増加） 59,568

たな卸資産の増減額（△は増加） △69,848

仕入債務の増減額（△は減少） 42,668

預り保証金の増減額（△は減少） △42,420

その他 △85,055

小計 △100,969

利息及び配当金の受取額 7,661

利息の支払額 △12,024

法人税等の支払額 △2,110

営業活動によるキャッシュ・フロー △107,444

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 △786

投資有価証券の取得による支出 △1,498

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,284

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） 320,000

長期借入金の返済による支出 △166,368

財務活動によるキャッシュ・フロー 153,632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 43,903

現金及び現金同等物の期首残高 610,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 654,859



 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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） 

（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）四半期連結損益計算書 

 
木材・建材事業 

（千円） 
不動産事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高 1,668,701 178,456 1,847,158 (22,480) 1,824,677 

営業利益又は営業

損失（△） 
△46,808 44,056 △2,752 (22,380) △25,133 

科目 

前年同四半期 
（平成20年3月期 

第1四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 1,942,431 

Ⅱ 売上原価 1,704,162 

売上総利益 238,269 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 251,464 

営業損失 13,194 

Ⅳ 営業外収益 19,231 

Ⅴ 営業外費用 20,664 

経常損失 14,627 

Ⅵ 特別利益 9,246 

税金等調整前四半期純損失 5,381 

税金費用 △3,281 

少数株主利益 653 

四半期純損失 2,753 
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