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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 29,497 △15.5 △113 ― △76 ― △120 ―

21年3月期第1四半期 34,922 ― △118 ― △63 ― △376 ―

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

22年3月期第1四半期 △10.09 ―

21年3月期第1四半期 △31.56 ―

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

22年3月期第1四半期 48,693 4,453 8.8 358.51
21年3月期 50,717 4,496 8.5 362.19

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,271百万円 21年3月期  4,316百万円

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

21年3月期 ― 3.00 ― ― 3.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

64,000 △10.6 △130 ― △50 ― △95 ― △7.97

通期 134,000 △2.7 200 △29.2 350 △40.0 280 ― 23.50

1



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  無  

(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） 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる過程及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、４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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 11,971,350株 21年3月期  11,971,350株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  55,852株 21年3月期  54,432株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期  1,915,807株 21年3月期第1四半期 11,927,052株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、大型の経済対策の発動や大手製造業などの生産調整

が一段落したことなどもあり、景気に持ち直しの動きが見られ始めたものの、雇用情勢などは依然として

不安定であり、景気の先行き不透明感は未だ拭えない状況が継続いたしました。 

住宅関連業界においては、住宅取得に関する税制優遇策などもあり、首都圏においては住宅展示場等へ

の来場者の出足も戻りつつありますが、新設住宅着工戸数は前年度割れが継続しており、需要は低調な推

移となっております。 

このような環境の中で当社グループは、オール電化関連商品、太陽光発電システム、ＦＳＣ認証合板な

どをはじめとした環境配慮商品の拡販のほか、異業種に対する販路開拓などを推進してまいりました。ま

た、販売先支援の充実を図るため、日々の業務から経営全般にわたる課題に対してさまざまな支援を提供

する「ジューテック住まいるクラブ」の展開強化などに努めてまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比して5,425百万円減少の29,497百万円

となりました。利益面については、売上総利益率の向上と経費削減に努めた結果、売上総利益率は前年同

期に比して0.7％向上し販管費合計は219百万円減少しましたが、売上高減少による影響を吸収するまでに

は至らず、前年同期に比して５百万円増益の113百万円の営業損失となりました。経常損失は、営業外収

益が前年同期に比して24百万円減少したことなどにより前年同期に比して13百万円減少の76百万円とな

り、四半期純損失は前年同期に比して256百万円増益の120百万円となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比して2,024百万円減少の48,693

百万円となりました。これは主として、受取手形及び売掛金が2,364百万円増加した一方で、現金及び

預金が4,136百万円減少したことによるものであります。 

負債については、前連結会計年度末に比して1,981百万円減少の44,239百万円となりました。これは主

として支払手形及び買掛金が1,463百万円及び１年内償還予定社債が1,700百万円減少した一方で、長期

借入金が1,248百万円増加したことによるものであります。 

純資産については、前連結会計年度末に比して42百万円減少の4,453百万円となり、自己資本比率は前

連結会計年度末に比して0.3ポイント増加の8.8％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末と比して4,136百万円減少の7,520百万円となりました。 

営業活動の結果、資金は3,473百万円の減少となりました。これは主として、売上債権の増加額が

2,642百万円及び仕入債務の減少額が1,455百万円あったことによるものであります。 

投資活動の結果、資金は115百万円の増加となりました。これは主として、保険解約による収入が113

百万円あったことによるものであります。 

財務活動の結果、資金は778百万円の減少となりました。これは主として、長期借入れによる収入が

1,718百万円あった一方で、社債の償還による支出が1,700百万円及び短期借入金の純減額が600百万円

あったことによるものであります。 

・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
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当住宅関連業界においては、企業業績の悪化等による所得の伸び悩みや雇用不安の増大等により住宅投

資に対する需要は当面低調な推移をたどると予想され、経営の効率化を進める動きや再編への動きが一段

と加速してきております。 

 このような状況を踏まえ、当社が持続的に成長していくためには、事業環境に対応して戦略的かつ機動

的な事業展開と事業運営を推進できる体制を整備することが不可欠であるとの観点から、当社は平成21年

10月１日を期日として持株会社体制へ移行することといたしました。 

なお、連結業績予想といたしましては、上述した持株会社体制への移行が、当社単独による株式移転完

全親会社を設立する方法により行うこと、また、当第１四半期連結累計期間における業績が概ね予想通り

に推移していることから、平成21年５月11日付「平成21年３月期決算短信」にて公表いたしました業績予

想数値から変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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(連結の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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,520 11,656

受取手形及び売掛金 25,497 23,132

商品 1,869 2,157

未成工事支出金 498 275

その他 2,389 2,657

貸倒引当金 △1,812 △1,758

流動資産合計 35,962 38,120

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,509 1,534

土地 8,069 8,069

その他（純額） 131 122

有形固定資産合計 9,710 9,725

無形固定資産 332 353

投資その他の資産   

投資有価証券 940 829

その他 2,886 2,771

貸倒引当金 △1,139 △1,082

投資その他の資産合計 2,687 2,517

固定資産合計 12,730 12,597

資産合計 48,693 50,717
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,709 32,172

1年内償還予定の社債 500 2,200

短期借入金 4,600 5,200

1年内返済予定の長期借入金 2,053 1,772

未払法人税等 32 69

賞与引当金 73 223

その他の引当金 3 6

その他 1,155 782

流動負債合計 39,127 42,426

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 3,137 1,888

役員退職慰労引当金 216 209

その他の引当金 40 38

負ののれん 1 1

その他 1,216 1,156

固定負債合計 5,111 3,794

負債合計 44,239 46,220

純資産の部   

株主資本   

資本金 850 850

資本剰余金 294 294

利益剰余金 3,116 3,237

自己株式 △19 △19

株主資本合計 4,241 4,362

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46 △30

繰延ヘッジ損益 △15 △14

評価・換算差額等合計 30 △45

少数株主持分 182 180

純資産合計 4,453 4,496

負債純資産合計 48,693 50,717
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(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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 34,922 29,497

売上原価 32,166 26,954

売上総利益 2,756 2,542

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 388 340

貸倒引当金繰入額 38 104

給料 932 921

賞与引当金繰入額 202 76

役員賞与引当金繰入額 3 2

役員退職慰労引当金繰入額 7 6

退職給付費用 62 59

賃借料 255 242

減価償却費 55 56

その他 927 846

販売費及び一般管理費合計 2,874 2,655

営業損失（△） △118 △113

営業外収益   

受取利息 3 7

受取配当金 13 11

仕入割引 105 71

不動産賃貸料 35 36

その他 15 22

営業外収益合計 172 148

営業外費用   

支払利息 33 39

手形売却損 10 12

売上割引 65 53

その他 7 6

営業外費用合計 117 111

経常損失（△） △63 △76

特別利益   

固定資産売却益 4 －

特別利益合計 4 －

特別損失   

たな卸資産評価損 47 －

貸倒引当金繰入額 472 －

その他 5 －

特別損失合計 525 －

税金等調整前四半期純損失（△） △583 △76

法人税、住民税及び事業税 26 22

法人税等調整額 △235 17

法人税等合計 △209 39

少数株主利益 1 3

四半期純損失（△） △376 △120
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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損失（△） △583 △76

減価償却費 68 66

貸倒引当金の増減額（△は減少） 511 110

賞与引当金の増減額（△は減少） △189 △149

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △92 6

受取利息及び受取配当金 △16 △18

仕入割引 △105 △71

支払利息及び手形売却損 44 51

売上割引 65 53

売上債権の増減額（△は増加） △5,661 △2,642

たな卸資産の増減額（△は増加） △276 64

未収入金の増減額（△は増加） 758 341

仕入債務の増減額（△は減少） 1,158 △1,455

その他 75 285

小計 △4,242 △3,434

利息及び配当金の受取額 17 16

仕入割引の受取額 67 63

利息の支払額 △32 △51

手形売却に伴う支払額 △10 △12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △60 △55

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,260 △3,473

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 △14 △22

投資有価証券の取得による支出 △16 △3

その他 11 141

投資活動によるキャッシュ・フロー △19 115

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） 1,500 △600

長期借入れによる収入 － 1,718

長期借入金の返済による支出 △183 △188

社債の償還による支出 － △1,700

配当金の支払額 △35 －

少数株主への配当金の支払額 △2 △2

その他 △1 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,277 △778

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,002 △4,136

現金及び現金同等物の期首残高 8,874 11,656

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,871 7,520
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該当事項はありません。 

  

【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20年４月１日 至 平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)において、全セグメントの売上高の合計、営業

利益金額の合計額に占める「卸売事業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しており

ます。 

  

【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20年４月１日 至 平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)において、本邦以外の国または地域に所在する

連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前第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)及び当第１四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)において、海外売上高がないため、該当事項は

ありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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
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