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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 3,927 ― 7 ― 7 ― 13 ―
20年3月期第2四半期 4,035 △4.7 △37 ― △43 ― △41 ―

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 36.62 36.52
20年3月期第2四半期 △114.96 ―

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 7,899 1,982 24.9 5,406.02
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2四半期  1,970百万円 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 ― ― ― 0.00 0.00
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 8,000 0.8 60 ― 50 ― 40 ― 109.75

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 
・平成20年５月９日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
・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。なお、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）より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号） 
 附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。  

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2四半期  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2四半期  35,547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2四半期  364,456株 20年3月期第2四半期  364,620株



  

 
 
（参考）個別業績予想 
 
平成 21年 3月期の個別業績予想（平成 20年 4月 1日～平成 21年 3月 31 日）  

（％表示は、通期は対前期増減率） 

 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 7,000 △4.2 30    － 35    － 23    － 63   11 
（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ：有 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



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（平成20年４月１日から平成20年９月30日）における当社グループを取巻く環境は、改

正建築基準法の影響を依然として大きく受けております。平成20年上期の新築住宅着工戸数は対前年比8.9％増加と

なっておりますが、前年の落込みが大きく、平成18年度の同期間比では12.6％減少と低迷しております。 

 中でも、当社グループの営業成績に大きく影響する戸建住宅着工戸数は前年比7.9％の増加ですが、平成18年度の

同期間比では11.0％減少と、依然として低水準となっております。 

 このような状況下、当社グループの木材・建材事業においては、部門の統合、人材の適正配置、新任役員の登用等

にて引続き営業基盤の強化を図っておりますが、業界の回復が遅れ、またサブプライムローンの問題等世界的な景気

低迷が深刻な先行き不安を引き起こし、住宅需要も大きく改善するには至っておりません。 

 一方、不動産事業においては、安定的な賃貸収入の確保とともに、連結子会社である株式会社三重ナゴヤホームズ

では、当上半期に完成した新築マンションの販売も計画を上回り、順調な収益を確保しております。 

 また、前年同期は大口の不良債権の発生もあり、利益の大幅改善となっております。 

 この結果、当社グループの第２四半期連結累計期間の売上高は3,927百万円（前年同期比108百万円減、2.7％

減）、営業利益は７百万円（前年同期 営業損失37百万円）、経常利益は７百万円（前年同期 経常損失43百万

円）、四半期純利益は13百万円（前年同期 中間純損失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２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日現在）における当社グループの財政状態は、不動産事業において

連結子会社での分譲マンションが完成したことにより、たな卸資産が前連結会計年度末に比較して254百万円増加し

ました。また同様の理由により、仕入債務が前連結会計年度末に比較して385百万円増加しております。   

 また、第２四半期連結会計期間中に社債５億円を償還する一方で、その償還資金を長期資金で調達したこと等の影

響から、借入債務につきましては119百万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74百万円増加しております。 

 この結果、自己資本比率は資産合計額が308百万円増加した影響から、平成20年３月期に比較して１ポイント減少

の24.9％となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループにおいては、下半期にかけてこれまで実施してまいりました組織変更による営業力の強化、人員の適

正配置、新規活動の活性化による利益確保の推進等により収益向上を図ってまいります。しかしながら、前連結会計

年度からの戸建住宅着工戸数減少の大幅な回復は見込めず、木材・建材事業におきましては前連結会計年度並の推移

を予想しております。一方、不動産事業では、当上半期に完成しました新規マンション販売の寄与も見込まれ、前年

比増収増益を見込んでおります。 

 当社グループの連結通期の業績見込といたしましては、売上高8,000百万円、営業利益60百万円、経常利益50百万

円、当期純利益40百万円を見込んでおります。 

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 

 （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。な

お、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）より、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則

第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

②当連結会計年度より、「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 
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 715,124 640,955

受取手形及び売掛金 1,756,234 1,738,524

商品及び製品 1,127,046 673,914

仕掛品 100,483 203,264

原材料 27,458 123,758

その他 65,597 62,021

貸倒引当金 △20,775 △19,758

流動資産合計 3,771,167 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） 789,432 820,492

有形固定資産合計 3,359,037 3,390,098

無形固定資産 1,843 2,740

投資その他の資産   

投資有価証券 667,493 675,825

その他 186,238 188,165

貸倒引当金 △86,688 △88,755

投資その他の資産合計 767,043 775,235

固定資産合計 4,127,925 4,168,074

資産合計 7,899,093 7,590,755

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,966,356 1,580,567

短期借入金 1,214,000 950,000

1年内償還予定の社債 － 498,875

1年内返済予定の長期借入金 714,556 573,132

未払法人税等 2,301 2,826

賞与引当金 10,000 19,000

その他 321,723 285,115

流動負債合計 4,228,937 3,909,517

固定負債   

長期借入金 695,300 482,260

繰延税金負債 752,748 749,682

退職給付引当金 169,385 179,445

役員退職慰労引当金 8,070 8,070

受入敷金保証金 62,072 286,292

固定負債合計 1,687,576 1,705,750

負債合計 5,916,514 5,615,267



（単位：千円）

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 
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 1,625,802 1,612,455

自己株式 △107,422 △107,409

株主資本合計 1,724,948 1,711,613

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 245,292 254,151

評価・換算差額等合計 245,292 254,151

少数株主持分 12,338 9,722

純資産合計 1,982,579 1,975,487

負債純資産合計 7,899,093 7,590,755



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 3,927,174

売上原価 3,419,949

売上総利益 507,224

販売費及び一般管理費 499,845

営業利益 7,379

営業外収益  

受取利息 95

受取配当金 8,265

仕入割引 12,618

その他 9,932

営業外収益合計 30,911

営業外費用  

支払利息 23,712

売上割引 6,074

その他 1,052

営業外費用合計 30,839

経常利益 7,451

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,942

賞与引当金戻入額 13,982

特別利益合計 15,924

税金等調整前四半期純利益 23,375

法人税、住民税及び事業税 1,405

法人税等調整額 6,006

法人税等合計 7,412

少数株主利益 2,615

四半期純利益 13,347



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 23,375

減価償却費 33,079

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,060

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,049

受取利息及び受取配当金 △8,361

支払利息 23,712

売上債権の増減額（△は増加） △17,709

たな卸資産の増減額（△は増加） △254,049

仕入債務の増減額（△は減少） 385,789

預り保証金の増減額（△は減少） △42,420

その他 △148,502

小計 △25,196

利息及び配当金の受取額 8,230

利息の支払額 △23,483

法人税等の支払額 △1,235

営業活動によるキャッシュ・フロー △41,684

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △10,000

定期預金の払戻による収入 10,000

有形固定資産の取得による支出 △769

投資有価証券の取得による支出 △1,828

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,597

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） 264,000

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △345,536

社債の償還による支出 △500,000

自己株式の取得による支出 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 118,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,168

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 685,124



 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。なお、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）より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、

改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

（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〕 

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） 

〔所在地別セグメント情報〕 

 在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

 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。 

 
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 3,444,631 521,512 3,966,144 (38,970) 3,927,174 

営業利益又は営業損失（△） △34,589 112,491 77,902 (70,522) 7,379 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（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（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   4,035,256 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,524,861 87.4 

売上総利益   510,394 12.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   547,912 13.5 

営業損失   37,517 △0.9 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 61     

２．受取配当金 10,917     

３．仕入割引 14,415     

 ４．その他 6,555 31,950 0.8 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 26,762     

２．売上割引 7,805     

３．その他 3,352 37,919 1.0 

経常損失   43,487 △1.1 

Ⅵ 特別利益       

１．投資有価証券売却益 546 546 0.0 

税金等調整前中間純損失   42,941 △1.1 

法人税、住民税及び事業
税 

1,532     

法人税等調整額 △680 852 0.0 

少数株主損失   1,882 △0.1 

中間純損失   41,910 △1.0 

       



（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（千円） 

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損失（△） △42,941 

 減価償却費 36,151 

 退職給付引当金の減少額（△） △9,741 

 貸倒引当金の増加額 38,699 

 受取利息及び受取配当金 △10,979 

 支払利息 26,762 

 投資有価証券売却益 △546 

 売上債権の減少額 179,359 

 たな卸資産の増加額（△） △56,437 

 仕入債務の減少額（△） △133,965 

 未払消費税等の減少額（△） △14,122 

 受入保証金の減少額（△） △42,205 

 その他 △33,810 

小計 △63,776 

利息及び配当金の受取額 10,846 

利息の支払額 △26,294 

法人税等の支払額 △21,061 

営業活動によるキャッシュ・フロー △100,285 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △10,000 

定期預金の払戻による収入 10,000 

投資有価証券の取得による支出 △654 

投資有価証券の売却による収入 742 

有形固定資産の取得による支出 △11,144 

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,056 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減 178,000 

長期借入れによる収入 △300,000 

長期借入金の返済による支出 △336,640 

社債の償還による支出 △100,000 

配当金の支払額 △12,759 

自己株式の取得による支出 △26 

財務活動によるキャッシュ・フロー 28,573 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額（△） △82,769 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 516,090 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 433,321 

   



（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） 

 （注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

 ２．各事業の内容 

 （1）木材・建材事業  主として木材、製材品、建材品の卸売 

 （2）不動産事業    土地、建物等の建設販売及び不動産賃貸 

 ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は84,204千円であり、その主なもの

は提出会社本社の総務・経理部門等の管理部門に係わる費用であります。 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

 在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

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） 

 該当事項はありません。 

 
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）外部顧客に対する売上高 3,706,678 328,578 4,035,256 ― 4,035,256 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
35,647 12,660 48,307 (48,307) ― 

計 3,742,326 341,238 4,083,564 (48,307) 4,035,256 

営業費用 3,794,686 242,142 4,036,828 (35,945) 4,072,774 

営業利益又は営業損失（△） △52,360 99,095 46,735 (84,253) △37,517 
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