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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,696 △23.8 △1 ― △1 ― 1 △87.8

21年3月期第1四半期 4,853 ― 31 ― 26 ― 15 ―

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 0.44 ―

21年3月期第1四半期 3.64 ―

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 11,289 2,218 19.7 537.40
21年3月期 12,018 2,215 18.4 536.79

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,218百万円 21年3月期  2,215百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 7.50 7.50

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

8,300 △18.3 30 △72.7 10 △89.3 5 △90.6 1.21

通期 17,500 △7.4 160 △14.4 110 △36.5 55 ― 13.32
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第1四半期 4,140,000株 21年3月期  4,140,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  11,791株 21年3月期  11,791株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 4,128,209株 21年3月期第1四半期 4,129,544株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気低迷の影響により企業収益が悪化

し、雇用情勢の悪化が深刻化するなど、厳しい状況が続きました。 

木材業界におきましては、建築資材の需要に影響を与える新設住宅着工戸数が前年同期に比べ31.9％減少し、当業

界に特に関係の深い戸建住宅市場も厳しい環境が続きました。 

このような状況のなか、積極的な営業活動と経費の削減に努めてまいりましたが、売上高は36億9千6百万円（前年

同期比23.8％減）となり、利益面では、販売費及び一般管理費は減少しましたが売上高の減少により、営業損失は1

百万円、経常損失は1百万円となり、特別利益に貸倒引当金戻入額を計上したこと等により四半期純利益は1百万円と

なりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における財政状態は、前事業年度末に比べ純資産が2百万円増加し、総資産が7億2千8百万円減少し

たため、自己資本比率は1.3ポイント増加し19.7％となりました。増減の主なものは、資産では投資有価証券が4千3

百万円増加し、現金及び預金が3億2千6百万円、たな卸資産が2億7千万円減少しました。負債では、借入金が3億3千4

百万円増加し、支払手形及び買掛金が9億6千4百万円減少しました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成22年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業

績予想に変更はありません。 

 

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算出する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業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税金費用の計算 

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に

当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

 (2) 四半期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 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

当第１四半期会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、当第１四半

期会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準

（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準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。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 670,202 996,669

受取手形及び売掛金 2,463,943 2,475,936

有価証券 3,358 2,784

商品及び製品 1,147,302 1,416,028

仕掛品 23,599 42,626

原材料及び貯蔵品 537,800 548,931

未成工事支出金 109,640 81,212

繰延税金資産 49,348 49,610

その他 117,308 261,135

貸倒引当金 △57,800 △66,600

流動資産合計 5,064,702 5,808,334

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,979,414 3,025,769

土地 2,180,814 2,180,814

その他（純額） 284,949 264,559

有形固定資産合計 5,445,179 5,471,144

無形固定資産 48,872 52,473

投資その他の資産   

投資有価証券 475,499 431,661

その他 368,441 432,362

貸倒引当金 △112,900 △177,300

投資その他の資産合計 731,040 686,723

固定資産合計 6,225,092 6,210,340

資産合計 11,289,794 12,018,675

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,599,844 4,564,106

短期借入金 3,388,378 2,922,408

未払法人税等 1,592 64,578

賞与引当金 40,346 83,103

その他 222,828 277,155

流動負債合計 7,252,989 7,911,351

固定負債   

長期借入金 1,306,951 1,437,958

退職給付引当金 147,214 142,223

役員退職慰労引当金 133,895 133,618

長期預り保証金 36,688 36,688

繰延税金負債 141,623 120,340

その他 51,942 20,529

固定負債合計 1,818,314 1,891,357

負債合計 9,071,303 9,802,708
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 207,000 207,000

資本剰余金 4,491 4,491

利益剰余金 1,904,091 1,933,220

自己株式 △5,006 △5,006

株主資本合計 2,110,576 2,139,705

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 107,870 76,261

繰延ヘッジ損益 43 －

評価・換算差額等合計 107,914 76,261

純資産合計 2,218,490 2,215,967

負債純資産合計 11,289,794 12,018,675
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 4,853,657 3,696,252

売上原価 4,263,846 3,296,621

売上総利益 589,811 399,631

販売費及び一般管理費 558,305 401,506

営業利益又は営業損失（△） 31,506 △1,875

営業外収益   

受取利息 202 103

受取配当金 10,134 7,326

為替差益 198 7,567

雑収入 2,508 1,520

営業外収益合計 13,043 16,518

営業外費用   

支払利息 11,219 12,010

手形売却損 4,687 3,784

雑損失 2,363 －

営業外費用合計 18,270 15,794

経常利益又は経常損失（△） 26,279 △1,152

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 13,307

特別利益合計 － 13,307

特別損失   

投資有価証券評価損 － 8,762

特別損失合計 － 8,762

税引前四半期純利益 26,279 3,392

法人税等 11,258 1,560

四半期純利益 15,021 1,832
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 26,279 3,392

減価償却費 74,247 68,296

のれん償却額 2,000 2,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 75,500 △73,200

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,087 △42,757

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,781 4,991

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,891 277

受取利息及び受取配当金 △10,336 △7,430

支払利息 11,219 12,010

固定資産除却損 1,121 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 8,762

売上債権の増減額（△は増加） △47,840 144,678

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,504 270,457

仕入債務の増減額（△は減少） 496,971 △882,948

未払金の増減額（△は減少） 152,571 △121,509

未収消費税等の増減額（△は増加） － 26,660

未払消費税等の増減額（△は減少） △68,167 37,327

預り保証金の増減額（△は減少） △178 －

その他 21,907 △8,599

小計 680,815 △557,589

利息及び配当金の受取額 10,349 7,430

利息の支払額 △10,854 △12,043

法人税等の支払額 △41,197 △62,012

営業活動によるキャッシュ・フロー 639,112 △624,214

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 △21,000 △26,000

定期預金の払戻による収入 66,000 72,000

投資有価証券の取得による支出 △29 △50

有形固定資産の取得による支出 △244,664 △9,149

有形固定資産の売却による収入 70 －

無形固定資産の取得による支出 △2,943 △900

その他 △1,010 △1,273

投資活動によるキャッシュ・フロー △203,577 34,626

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） △284,000 496,000

長期借入金の返済による支出 △133,032 △161,037

リース債務の返済による支出 － △2,384

配当金の支払額 △26,507 △23,408

財務活動によるキャッシュ・フロー △443,539 309,169

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,005 △280,466

現金及び現金同等物の期首残高 447,373 926,669

現金及び現金同等物の四半期末残高 439,368 646,202
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 (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) 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。 

 

６．その他の情報 

 (1) 部門別売上高 

 前第１四半期会計期間

自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日 

当第１四半期会計期間

自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日 

増  減 
(参 考) 

(平成21年３月期) 

建築資材部門 
61,306 ｍ3 

4,087,299 千円 

51,572 ｍ3 

3,143,576 千円 

△9,734 ｍ3 

△943,723 千円 

241,858 ｍ3 

16,057,428 千円 

工業資材部門 
2,033 ｍ3 

228,440 千円 

1,494 ｍ3 

175,230 千円 

△539 ｍ3 

△53,210 千円 

6,259 ｍ3 

667,639 千円 

建築工事部門 160,973 千円 155,346 千円 △5,626 千円 927,934 千円 

化 成 品 部 門 183,410 千円 150,105 千円 △33,304 千円 569,796 千円 

環境資材部門 
1,474 ｍ3 

120,297 千円 

1,042 ｍ3 

57,497 千円 

△432 ｍ3 

△62,800 千円 

5,992 ｍ3 

382,003 千円 

不 動 産 部 門 73,237 千円 14,495 千円 △58,742 千円 291,989 千円 

合  計 
64,813 ｍ3 

4,853,657 千円 

54,108 ｍ3 

3,696,252 千円 

△10,705 ｍ3 

△1,157,405 千円 

254,109 ｍ3 

18,896,791 千円 
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