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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 520,037 ― 13,607 ― 14,433 ― 6,134 ―

20年3月期第2四半期 535,915 0.7 20,977 △11.7 23,788 △25.0 13,192 △20.0

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2四半期 22.00 ―

20年3月期第2四半期 44.75 44.49

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2四半期 1,058,153 555,814 52.2 1,981.94
20年3月期 1,061,035 556,117 52.1 1,983.79

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  552,786百万円 20年3月期  553,321百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年3月期 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 40.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 1,090,000 △1.3 31,000 △13.3 32,000 △15.2 14,000 △20.9 50.20

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、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、その他特記事項 
１．通期の連結業績予想については、平成20年４月30日公表の業績予想を修正しております。 
２．本資料で記述されている業績予想は、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。よって、様々
な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記の予想の前提条件等に関する事項について
は、２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。 
３．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。  

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2四半期  313,054,255株 20年3月期  313,054,255株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  34,142,365株 20年3月期  34,132,633株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  278,917,718株 20年3月期第2四半期  294,833,458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２四半期連結累計期間における我が国経済は、エネルギー価格高騰や輸出の鈍化で企業収益が悪化して設備投

資が減少するなど、景気は後退局面にありました。住宅投資も、改正建築基準法施行前に比べ低い水準のまま横ばい

圏内で推移しております。 

 当社グループでは、中期の重点方針である成長戦略の遂行としてホームセンター事業の積極的な展開や、海外移転

などによるコスト競争力の強化に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、需要環境の悪化、建築関連市場の冷え込みや原材料価格の上昇、企業倒産増加に伴う費用計上など

から、当第２四半期連結累計期間の業績は低水準の収益状況となりました。 

  当第２四半期連結累計期間の売上高は５，２００億３７百万円、営業利益は１３６億７百万円、経常利益は１４４

億３３百万円、四半期純利益は６１億３４百万円であります。 

[住宅関連事業] 

 ホームセンターでの伸張がありましたが、建材は持家住宅着工など本格回復には至らず市場競争の激化もあって、

当該事業は低調に推移しました。当該事業の売上高は４，０９０億９２百万円、営業利益は１７５億２０百万円であ

ります。 

[ビル関連事業]  

 前年度マンション着工の急激な落ち込みや、非居住用建築投資の減少などの影響から売上が不調であり、当該事業

は営業赤字という結果となりました。当該事業の売上高は１，０５７億７百万円、営業損失は２７億１３百万円であ

ります。 

[その他事業]  

 相対的な事業規模は小さく、個別の工事や販売物件の影響により変動しますが、厳しい環境のもと当該事業の収益

状況は不振でありました。当該事業の売上高は５２億３７百万円、営業損失は４億６８百万円であります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、売掛債権の減少と棚卸資産の増加、有形固定資産の減少などから前連結

会計年度末に比し２８億８２百万円減少し１兆５８１億５３百万円となりました。なお、純資産は５，５５８億１４

百万円、自己資本比率は５２．２％であります。 

 キャッシュフローの状況は、営業活動においては、税金等調整前四半期純利益の水準は低かったものの運転資金の

減少などもあり、２４８億３４百万円を確保することができました。投資活動においては、設備投資支出などで 

△１７２億２３百万円、財務活動においては、配当金の支払のほか長期借入金による調達などから△２０億８６百万

円となりました。 

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比し５９億３７百万円

増加の５８６億１６百万円であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しについては、世界的な金融危機と景気後退からも先行き不透明な状況が予想されます。雇用や所得の

環境も厳しく、株式市場の急落などもあって住宅投資の回復も期待できません。これらの動向を勘案して、平成２０

年４月３０日に公表した通期の業績予想の修正を行っております。 

※「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照願います。  



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 

  ①  簡便な会計処理の適用 

  一部の項目について簡便な会計処理を適用しておりますが、重要なものはありません。 

  ②  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。  

(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 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用  

 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。 

 ②  「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 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、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。 

  これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 ③  「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

  これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 ④  「リース取引に関する会計基準」の適用 

 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、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方法に準じた会計処理に

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、リース取引開始日が適

用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の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す。 

  これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

 （追加情報） 

     有形固定資産の耐用年数の変更 

 国内連結子会社の機械装置については、従来、主な耐用年数を７～13年としておりましたが、法人税法の改正

による法定耐用年数の変更に伴い、耐用年数を見直した結果、第１四半期連結会計期間より７～12年に変更しま

した。 

  これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は827百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は

それぞれ830百万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２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
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 71,078 71,647

受取手形及び売掛金 237,783 250,403

商品及び製品 100,355 89,236

仕掛品 16,323 17,631

原材料及び貯蔵品 25,963 26,163

その他のたな卸資産 11,087 11,829

短期貸付金 15,492 13,334

繰延税金資産 15,365 13,450

その他 39,275 36,197

貸倒引当金 △4,751 △5,210

流動資産合計 527,972 524,684

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 377,495 373,761

減価償却累計額 △221,310 △217,612

建物及び構築物（純額） 156,184 156,148

機械装置及び運搬具 257,101 258,220

減価償却累計額 △196,531 △199,415

機械装置及び運搬具（純額） 60,570 58,805

土地 184,276 185,716

建設仮勘定 4,713 12,350

その他 61,556 57,670

減価償却累計額 △48,693 △46,813

その他（純額） 12,862 10,857

有形固定資産合計 418,607 423,878

無形固定資産 8,379 7,483

投資その他の資産   

投資有価証券 43,922 44,447

長期貸付金 13,296 15,772

繰延税金資産 8,732 7,687

その他 49,417 47,344

貸倒引当金 △12,175 △10,262

投資その他の資産合計 103,193 104,989

固定資産合計 530,180 536,351

資産合計 1,058,153 1,061,035



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 130,334 136,170

短期借入金 100,353 55,937

1年内償還予定の社債 30 30

未払費用 38,519 37,745

未払法人税等 7,150 10,580

賞与引当金 17,795 16,511

工場再編関連損失引当金 426 515

その他 65,008 65,352

流動負債合計 359,617 322,843

固定負債   

社債 30,015 30,030

長期借入金 65,500 106,805

退職給付引当金 10,991 11,128

役員退職慰労引当金 1,054 1,202

繰延税金負債 7,835 8,308

負ののれん 868 1,085

その他 26,456 23,513

固定負債合計 142,721 182,074

負債合計 502,339 504,918

純資産の部   

株主資本   

資本金 68,121 68,121

資本剰余金 259,706 259,706

利益剰余金 283,701 281,410

自己株式 △63,744 △63,729

株主資本合計 547,785 545,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,967 6,600

繰延ヘッジ損益 △99 860

為替換算調整勘定 △867 352

評価・換算差額等合計 5,000 7,813

少数株主持分 3,028 2,795

純資産合計 555,814 556,117

負債純資産合計 1,058,153 1,061,035



(2) 四半期連結損益計算書 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 520,037

売上原価 365,437

売上総利益 154,600

販売費及び一般管理費 140,993

営業利益 13,607

営業外収益  

受取利息 1,004

受取配当金 749

受取賃貸料 2,955

負ののれん償却額 217

デリバティブ評価益 373

その他 1,471

営業外収益合計 6,770

営業外費用  

支払利息 1,749

為替差損 799

賃貸収入原価 2,390

その他 1,003

営業外費用合計 5,943

経常利益 14,433

特別利益  

固定資産売却益 14

投資有価証券売却益 4

関係会社株式売却益 1

特別利益合計 19

特別損失  

固定資産除売却損 783

投資有価証券評価損 232

関係会社株式評価損 24

投資有価証券売却損 27

工場再編関連損失 498

減損損失 1,459

抱合せ株式消滅差損 7

特別損失合計 3,033

税金等調整前四半期純利益 11,420

法人税、住民税及び事業税 7,102

法人税等調整額 △1,883

法人税等合計 5,218

少数株主利益 67

四半期純利益 6,134



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 11,420

減価償却費 17,064

減損損失 1,459

負ののれん償却額 △217

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,436

工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) △88

退職給付引当金の増減額（△は減少） △459

前払年金費用の増減額（△は増加） 116

受取利息及び受取配当金 △1,753

支払利息 1,749

為替差損益（△は益） △102

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 278

固定資産除売却損益（△は益） 769

売上債権の増減額（△は増加） 17,784

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,999

仕入債務の増減額（△は減少） △6,068

その他 448

小計 34,839

利息及び配当金の受取額 1,680

利息の支払額 △1,761

法人税等の支払額 △9,924

営業活動によるキャッシュ・フロー 24,834

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 6,401

有価証券の取得による支出 △40,396

有価証券の売却による収入 33,998

有形及び無形固定資産の取得による支出 △18,502

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,776

投資有価証券の取得による支出 △1,265

投資有価証券の売却及び償還による収入 20

短期貸付金の増減額（△は増加） △110

長期貸付けによる支出 △1,504

長期貸付金の回収による収入 991

その他の支出 △917

その他の収入 2,285

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,223



（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

1,788

連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) △2,492

長期借入金の返済による支出 △5,569

長期借入れによる収入 10,000

リース債務の返済による支出 △83

社債の償還による支出 △15

自己株式の処分による収入 3

自己株式の取得による支出 △18

配当金の支払額 △5,578

少数株主への配当金の支払額 △120

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,086

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,516

現金及び現金同等物の期首残高 52,679

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 401

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

19

現金及び現金同等物の四半期末残高 58,616



 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 

事業の種類別セグメント情報 

(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。 

 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日） 

住宅関連事業 
（百万円） 

ビル関連事業
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

 計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売

上高 
409,092 105,707 5,237 520,037 － 520,037 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計 409,092 105,707 5,237 520,037 － 520,037 

営業利益（△損失） 17,520 △2,713 △468 14,338 (731) 13,607 



【参考資料】 

前年同第２四半期に係る財務諸表等 

(1) 中間連結損益計算書 

 

前中間連結会計期間 
  

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   535,915 100 

Ⅱ 売上原価   376,440 70.2 

売上総利益   159,474 29.8 

Ⅲ  販売費及び一般管理費   138,497 25.9 

営業利益   20,977 3.9 

Ⅳ 営業外収益      

受取利息 967    

受取配当金 1,014    

賃貸料 2,933    

負ののれん償却額 217    

為替差益 1,130    

その他の営業外収益 2,405 8,668 1.6 

Ⅴ 営業外費用      

支払利息 1,697    

賃貸原価 2,383    

デリバティブ評価損 810    

その他の営業外費用 966 5,857 1.1 

経常利益   23,788 4.4 

Ⅵ 特別利益      

固定資産売却益 1,465    

投資有価証券売却益 37    

確定拠出年金移行時差異 318    

関係会社株式売却益  18 1,840 0.4 

Ⅶ 特別損失      

固定資産売却・除却損 2,043    

投資有価証券評価損 12    

関係会社株式評価損 85    

固定資産減損損失 42 2,183 0.4 

税金等調整前中間純利益   23,445 4.4 

法人税、住民税及び事業税 8,201    

法人税等調整額 2,000 10,202 1.9 

少数株主利益   49 0.0 

中間純利益   13,192 2.5 

       



(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 23,445 

減価償却費 15,709 

固定資産減損損失 42 

負ののれん償却額 △217 

貸倒引当金の減少額 △62 

工場再編関連損失引当金の減少額 △500 

退職給付引当金の減少額 △9,606 

前払年金費用の増加額 △467 

受取利息及び受取配当金 △1,982 

支払利息 1,697 

為替差損益 10 

有価証券、投資有価証券の評価・売却損

益 
41 

固定資産除売却損益 577 

売上債権の減少額 29,825 

たな卸資産の増加額 △11,088 

仕入債務の減少額 △18,984 

その他の増減額 490 

 小計 28,931 

利息及び配当金の受取額 1,868 

利息の支払額 △1,690 

法人税等の支払額 △9,887 

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,221 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の純減少額 1,368 

有価証券の取得による支出 △16,998 

有価証券の売却による収入 17,298 

有形・無形固定資産の取得による支出 △19,311 

有形・無形固定資産の売却による収入 3,921 

投資有価証券の取得による支出 △2,037 

投資有価証券の売却及び償還等による収

入 
256 

短期貸付金の純増加額 △291 

長期貸付けによる支出 △4,449 

長期貸付金の回収による収入 3,969 

その他の投資等に係る支出 △529 

その他の投資等に係る収入 767 

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,037 

 



(3) セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

 
前中間連結会計期間  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金等の純増加額 5,949 

長期借入金の返済による支出 △5,666 

長期借入れによる収入 150 

社債の償還による支出 △15 

少数株主による株式払込収入  35 

自己株式の処分による収入 1,829 

自己株式の取得による支出 △12,345 

配当金の支払額 △5,911 

少数株主への配当金の支払額 △111 

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,086 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 118 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △12,784 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 80,601 

Ⅶ 子会社の新規連結による現金及び現金同等物

の増加額 
0 

Ⅷ  連結除外による現金及び現金同等物の減少額 △101 

Ⅸ 現金及び現金同等物の中間期末残高 67,716 

   

 

 前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19年９月30日） 

住宅関連事業 

（百万円） 

ビル関連事業 

（百万円） 

その他事業 

（百万円） 
 計（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 406,459 123,465 5,990 535,915 － 535,915 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － 

計 406,459 123,465 5,990 535,915 － 535,915 

営業費用 384,720 123,146 6,355 514,223 715 514,938 

営業利益（△損失） 21,738 318 △365 21,692 (715) 20,977 
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