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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 215,337 ― 1,281 ― 499 ― △683 ―

20年3月期第3四半期 226,276 3.5 899 △73.2 21 △99.2 △163 △109.7

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3四半期 △24.16 ―

20年3月期第3四半期 △5.79 ―

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3四半期 164,712 17,636 10.4 608.51
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3四半期  17,201百万円 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 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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 280,000 △4.4 1,700 113.1 700 ― △200 ― △7.07

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．通期連結業績予想に関する事項につきましては、第３四半期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する
事項は、本日（平成21年２月６日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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 2 社 （社名 株式会社ＫＥＹ ＢＯＡＲＤ、株式会社ハカモク ） 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3四半期 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3四半期 24,206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3四半期 28,268,598株 20年3月期第3四半期 28,269,567株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界同時不況的様相が強まる中、需要の減退と円高進行により

景気の牽引役であった輸出企業の収益が急速に悪化し、雇用にも影響が及ぶなど、一段と後退色が強まりました。 

住宅業界におきましては、当第３四半期連結累計期間の新設住宅着工戸数は839千戸（前年同期比7.4％増）、当社

グループが主力とする持ち家着工戸数も249千戸（同2.8％増）と前年同期を上回りましたが、前年同期が建築基準法

改正の影響で大きく落ち込んだことを考慮すると、新設住宅着工戸数は引き続き低水準での推移となっております。

特に、秋口以降景気の急減速に伴い、住宅着工戸数は再び減少傾向を強めており、厳しい経営環境が続いておりま

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、与信管

理の強化や、経費全般の削減に注力いたしました。 

しかしながら、販売先の倒産が引き続き高水準で推移し与信費用が増加したほか、秋口以降合板価格も値下がりに

転じたこと、会計基準の変更によるたな卸資産評価損や株価の下落による投資有価証券評価損の発生などもあり、厳

しい事業展開を余儀なくされました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、連結売上高は前年同期比109億38百万円減の2,153億37百万

円（前年同期比4.8％減）、連結営業利益は前年同期比３億81百万円増の12億81百万円（同42.4％増）、連結経常利

益は４億99百万円（前年同期は21百万円の利益）、連結四半期純損失は６億83百万円（前年同期は１億63百万円の損

失）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につきましては、輸入量の減少や国内メーカーの生産調整により、

年度当初より市況は緩やかに上昇してきましたが、秋口以降は再び値下りに転じております。また、価格水準が前

年同期を下回っており、需要も引き続き弱含みで推移したことから、期待したほど業績が伸びませんでした。 

合板二次製品、建材、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2,089億41百万円（前年同期比4.9％減）、営業利益は11億49百万円（同21.1％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、輸入原木や接着剤等の原材料価格が高止まりする中、国産材の活用による原価低

減を図るとともに販売価格の引き上げに努めるなど、採算の改善に取り組みました。 

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49億67百万円（前年同期比2.6％減）、営業損失１億63百万円（前年同期は５億64

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242社と前連結会計年度末比８社増加いたしました。 

建築請負業の２社につきましては、折からの住宅着工戸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等の安定した収入がありました。 

この結果、当事業の売上高は14億28百万円（前年同期比6.5％減）、営業利益１億95百万円（前年同期は56百万

円の損失）となりました。  

  

当第３四半期末における総資産は1,647億12百万円となり、前連結会計年度末に比べて140億19百万円増加いたしま

した。内訳としては、受取手形及び売掛金80億7百万円、現金及び預金69億99百万円の増加を中心に流動資産が151億

円増加いたしましたが、固定資産は有形固定資産の売却や投資有価証券の減少により、10億81百万円減少いたしまし

た。 

負債は1,470億75百万円となり、前連結会計年度末に比べて151億91百万円増加いたしました。内訳としては、支払

手形及び買掛金143億42百万円、短期借入金45億33百万円の増加を中心に流動負債が187億10百万円増加いたしました

が、固定負債は長期借入金や新株予約権付社債の減少を主体に35億19百万円減少いたしました。 

純資産は176億36百万円となり、前連結会計年度末に比べて11億72百万円減少いたしました。  

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



  

今期の業績予想に関しましては、第２四半期決算短信において修正を行いましたが、その後の急速な景気後退の影

響から、12月の新設住宅着工戸数が前年同月比マイナスに転じるなど、住宅業界を取り巻く経営環境は急速に変化い

たしております。 

このため、当第３四半期までの連結業績と、上記経営環境の変化を踏まえた第４四半期の業績見通しを加味して、

平成20年11月12日に公表しました通期業績予想を見直し、再度下方修正いたしました。   

第１四半期連結会計期間より、株式会社ＫＥＹ ＢＯＡＲＤを、当第３四半期連結会計期間より、株式会社ハ

カモクを新たに設立したことに伴い、連結の範囲に含めております。  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ２億２百万円減少し、税金等

調整前四半期純損失は３億31百万円増加しております。 

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、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 

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、機械装置について、耐用年数の短縮を

行っております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ29百万円減少し、税金等調整前

四半期純損失は29百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 17,451 10,452

受取手形及び売掛金 83,688 75,680

有価証券 109 111

商品 8,557 7,431

製品 472 533

原材料 984 908

仕掛品 171 195

未成工事支出金 1,779 1,997

その他 1,934 2,774

貸倒引当金 △556 △590

流動資産合計 114,593 99,493

固定資産   

有形固定資産   

土地 29,488 29,588

その他（純額） 12,890 13,216

有形固定資産合計 42,378 42,804

無形固定資産   

のれん 38 101

その他 703 594

無形固定資産合計 741 696

投資その他の資産   

投資有価証券 2,643 3,171

その他 6,176 6,040

貸倒引当金 △1,821 △1,513

投資その他の資産合計 6,997 7,698

固定資産合計 50,118 51,199

資産合計 164,712 150,693

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 95,698 81,356

短期借入金 16,533 11,999

1年内返済予定の長期借入金 7,895 7,633

1年内償還予定の社債 180 210

未払法人税等 192 30

賞与引当金 382 829

役員賞与引当金 1 53

その他 3,612 3,674

流動負債合計 124,496 105,786



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 － 180

新株予約権付社債 － 1,272

長期借入金 14,468 16,724

退職給付引当金 2,536 2,541

役員退職慰労引当金 494 490

債務保証損失引当金 156 156

その他 4,923 4,732

固定負債合計 22,578 26,097

負債合計 147,075 131,884

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 9,632 10,594

自己株式 △16 △15

株主資本合計 17,582 18,544

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △109 41

繰延ヘッジ損益 △19 △24

土地再評価差額金 △251 △247

評価・換算差額等合計 △380 △231

少数株主持分 435 495

純資産合計 17,636 18,809

負債純資産合計 164,712 150,693



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 215,337

売上原価 198,206

売上総利益 17,131

販売費及び一般管理費  

従業員給料及び賞与 5,748

役員賞与引当金繰入額 0

賞与引当金繰入額 523

運賃 2,367

減価償却費 670

役員退職慰労引当金繰入額 38

退職給付引当金繰入額 129

貸倒引当金繰入額 396

その他 5,974

販売費及び一般管理費合計 15,850

営業利益 1,281

営業外収益  

受取利息 48

受取配当金 51

仕入割引 212

不動産賃貸料 202

その他 159

営業外収益合計 673

営業外費用  

支払利息 550

売上割引 422

持分法による投資損失 326

その他 157

営業外費用合計 1,455

経常利益 499

特別利益  

固定資産売却益 1

役員賞与引当金取崩額 52

特別利益合計 53

特別損失  

固定資産売却損 16

減損損失 49

投資有価証券評価損 364

たな卸資産評価損 128

その他 29

特別損失合計 589

税金等調整前四半期純損失（△） △37

法人税、住民税及び事業税 363

法人税等調整額 286

法人税等合計 650

少数株主損失（△） △4

四半期純損失（△） △683



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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損失（△） △37

減価償却費 1,154

減損損失 49

のれん償却額 99

受取利息及び受取配当金 △100

支払利息 550

持分法による投資損益（△は益） 326

売上債権の増減額（△は増加） △8,359

たな卸資産の増減額（△は増加） △877

仕入債務の増減額（△は減少） 14,301

その他 394

小計 7,502

利息及び配当金の受取額 100

利息の支払額 △563

法人税等の支払額 △203

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,836

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 △326

有価証券の売却による収入 236

固定資産の取得による支出 △354

固定資産の売却による収入 146

その他 △154

投資活動によるキャッシュ・フロー △451

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） 4,533

長期借入れによる収入 3,900

長期借入金の返済による支出 △5,890

社債の償還による支出 △210

新株予約権付社債の償還による支出 △1,272

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △138

配当金の支払額 △282

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 628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,013

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 17,354



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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、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、当第３四半期連結累計期間の「総合建材卸売事業」で営業利益が180百万円減

少し、「合板製造・木材加工事業」で営業損失が21百万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、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、当第３四半期連結累計期間の「合板製造・木材加工事業」の営業損失が29百万円増加してお

ります。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  208,941  4,967  1,428  215,337  －  215,337

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高  1,479  3,259  3,578  8,317 (8,317)  －

計  210,421  8,227  5,006  223,655 (8,317)  215,337

営業利益又は営業損失（△）  1,149  △163  195  1,181  99  1,281

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 



  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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」  

前年同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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

（単位：百万円）  

   

科目 

 前年同四半期
（平成20年３月期第３四半期） 

金  額

Ⅰ 売上高    226,276

Ⅱ 売上原価    209,211

売上総利益    17,064

Ⅲ 販売費及び一般管理費    16,165

営業利益       899

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息及び受取配当金  91      

２．仕入割引        204      

３．不動産賃貸料  199      

４．雑収入  163  659

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  547      

２．売上割引  444      

３．持分法による投資損失  341      

４．雑損失  203  1,537

経常利益       21

Ⅵ 特別利益     

１．固定資産売却益  891   

２．投資有価証券売却益  0   

３．その他  49  942

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却損  34      

２．固定資産除却損  19      

３．投資有価証券評価損  61      

４．減損損失  11      

５．その他  11  140

税金等調整前四半期純利益       823

税金費用       969

少数株主利益       16

四半期純損失（△）      △163

            



（２）（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

（単位：百万円）  

  

区分

前年同四半期
（平成20年３月期第３四半期） 

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  823

減価償却費  1,001

減損損失  11

のれん償却額  194

受取利息及び受取配当金 △91

支払利息  547

持分法による投資損失  341

売上債権の増減額  9,437

たな卸資産の増減額   1,359

仕入債務の増減額 △5,576

その他 △81

小 計  7,967

利息及び配当金の受取額  100

利息の支払額 △542

法人税等の支払額 △1,572

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,953

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 △264

有価証券の売却による収入  326

固定資産の取得による支出 △3,368

固定資産の売却による収入  1,913

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  0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,390

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 △5,361

長期借入による収入  7,890

長期借入返済による支出 △5,673

社債の償還による支出 △310

新株予約権付社債の償還による支出 △1,228

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2

配当金の支払額 △424

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 △5,122

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 △558

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  15,877



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

（単位：百万円）

   

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  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 219,646 5,100 1,527 226,274 1 226,276

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,618 3,498 3,742 8,859 (8,859) －

計 221,264 8,599 5,270 235,134 (8,858) 226,276

営業費用 219,808 9,163 5,326 234,299 (8,922) 225,376

営業利益及び営業損失（△） 1,456 △564 △56 835 63 899

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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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