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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 61,364 △10.8 57 △89.6 △57 ― △286 ―

21年3月期第1四半期 68,821 ― 550 ― 378 ― △12 ―

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 △9.70 ―

21年3月期第1四半期 △0.44 ―

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 142,514 17,407 11.9 575.84
21年3月期 143,032 16,865 11.5 581.37

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  16,996百万円 21年3月期  16,434百万円

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 ― 5.00 ― 2.50 7.50

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.50 ― 2.50 5.00

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

131,000 △8.1 600 △17.9 100 △61.1 △300 ― △10.60

通期 270,000 △2.1 2,400 73.2 1,200 ― 300 ― 10.60



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、４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、４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） 

(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21年５月14日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、本資料の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。なお、上記予想に関する事項は、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 3社 （社名
東合交易株式会社、クロカワベニヤ
株式会社、株式会社キタモク

） 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 29,540,016株 21年3月期 28,292,112株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 24,711株 21年3月期 24,455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 29,515,445株 21年3月期第1四半期 28,269,031株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、在庫調整が一巡し企業の生産活動が持ち直すなど景気回復に向

けた動きが出始めましたが、個人所得の減少や雇用への不安など、景気の先行きに対する不透明感から、足取りの重

いものとなりました。 

住宅業界におきましては、当第１四半期連結会計期間の新設住宅着工戸数は197千戸（前年同期比31.9％減）、当

社グループが主力とする持ち家着工戸数も72千戸（同13.6％減）と前年同期を大きく下回り、引き続き需要の盛り上

がりを欠く状況となりました。 

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、グルー

プ企業の再編や経費全般の削減に注力いたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、連結売上高は前年同期比74億57百万円減の613億64百万円

（前年同期比10.8％減）、連結営業利益は前年同期比４億92百万円減の57百万円（同89.6％減）、連結経常損失は57

百万円（前年同期は３億78百万円の利益）、連結四半期純損失は２億86百万円（前年同期は12百万円の損失）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は、輸入量の減少や国内メーカーの大幅な生産調整は継続している

ものの、需要が盛り上がりを欠く中で市況は底這い状態が続いており、価格は前年同期を大幅に下回った水準で推

移いたしました。 

また、販売量も前年同期を大幅に下回っており、価格と量の両面から厳しい販売状況となりました。 

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587億96百万円（前年同期比12.1％減）、営業利益は85百万円（同86.8％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、原木価格の値下りや国産材使用比率の引き上げなどのコスト低減効果はあったも

のの、需要の減少から販売面が苦戦し、引き続き厳しい事業環境となりました。 

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12億55百万円（前年同期比18.8％減）、営業損失１億27百万円（前年同期は１億10

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４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258社と前連結会計年度末比６社増加いたしました。 

建築請負業の子会社につきましては、前連結会計年度にブルース・ジャパン株式会社及び株式会社エムジー建工

が連結子会社となった（前年同期は持分法適用会社）ことにより、２社増加し４社となりました。 

これにより、売上高は前年同期比大幅に増加いたしましたが、各社とも収益面では厳しい業況が続いており、営

業利益のマイナス要因となりました。 

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収入がありました。 

この結果、当事業の売上高は13億12百万円（前年同期比249.4％増）、営業損失１百万円（前年同期は79百万円

の利益）となりました。  

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



当第１四半期連結会計期間末における総資産は1,425億14百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億18百万円

減少いたしました。内訳としては、現金及び預金、受取手形及び売掛金、たな卸資産等の流動資産が28億86百万円減

少いたしましたが、固定資産は東合交易株式会社が連結に加わったことなどから23億67百万円増加いたしました。 

負債は1,251億６百万円となり、前連結会計年度末に比べて10億59百万円減少いたしました。内訳としては、支払

手形及び買掛金等の流動負債が２億92百万円減少し、固定負債も長期借入金の減少を主体に７億67百万円減少いたし

ました。 

純資産は174億７百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億41百万円増加いたしました。 

当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高は予想を若干下回りましたが、営業利益以下の利益項目は予想

を上回り、全体としては概ね予想の範囲内の実績となりました。 

新設住宅着工戸数のうち当社グループが主力とする持ち家着工戸数は、４月 22,971戸（前年同月比15.8％減）、

５月 23,139戸（同14.9％減）、６月 26,494戸（同10.5％減）と、徐々に前年同月対比の減少幅が縮小しつつあり

ます。 

第２四半期以降につきましては、景気の動向など不透明な要因もありますが、第１四半期連結会計期間の実績が概

ね予想の範囲内で推移していることから、平成21年５月14日に公表しました第２四半期連結累計計画並びに通期計画

の見直しは行っておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間より、クロカワベニヤ株式会社を新たに設立したため、東合交易株式会社は、当社

との株式交換により、また、株式会社キタモクは、株式の追加取得に伴い、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１四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想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

  

該当事項はありません。  

   

２．連結財政状態に関する定性的情報

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



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 9,381 11,997

受取手形及び売掛金 67,282 67,342

有価証券 109 238

商品及び製品 7,818 8,212

仕掛品 155 138

原材料及び貯蔵品 753 832

未成工事支出金 1,590 1,617

その他 2,431 2,062

貸倒引当金 △522 △555

流動資産合計 89,000 91,886

固定資産   

有形固定資産   

土地 31,736 30,202

その他（純額） 12,827 12,812

有形固定資産合計 44,563 43,014

無形固定資産   

のれん 594 －

その他 741 709

無形固定資産合計 1,336 709

投資その他の資産   

投資有価証券 2,561 2,323

その他 7,042 6,926

貸倒引当金 △1,990 △1,828

投資その他の資産合計 7,613 7,421

固定資産合計 53,513 51,145

資産合計 142,514 143,032

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 72,583 74,749

短期借入金 16,616 14,148

1年内返済予定の長期借入金 8,382 8,454

1年内償還予定の社債 125 180

未払法人税等 76 210

賞与引当金 248 334

役員賞与引当金 1 9

その他 3,325 3,565

流動負債合計 101,359 101,652



（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) 

固定負債   

社債 20 50

長期借入金 15,265 16,111

退職給付引当金 2,347 2,315

役員退職慰労引当金 442 508

債務保証損失引当金 156 156

負ののれん － 39

その他 5,514 5,334

固定負債合計 23,746 24,514

負債合計 125,106 126,166

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,600 2,600

資本剰余金 6,117 5,366

利益剰余金 8,642 9,022

自己株式 △16 △16

株主資本合計 17,342 16,971

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △92 △303

繰延ヘッジ損益 0 16

土地再評価差額金 △255 △251

評価・換算差額等合計 △346 △537

少数株主持分 410 431

純資産合計 17,407 16,865

負債純資産合計 142,514 143,032



（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 68,821 61,364

売上原価 63,190 56,220

売上総利益 5,631 5,144

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 1,747 1,921

役員賞与引当金繰入額 1 1

賞与引当金繰入額 365 217

運賃 777 683

減価償却費 221 220

役員退職慰労引当金繰入額 12 13

退職給付引当金繰入額 37 51

貸倒引当金繰入額 － 46

その他 1,917 1,929

販売費及び一般管理費合計 5,080 5,086

営業利益 550 57

営業外収益   

受取利息 12 11

受取配当金 33 27

仕入割引 61 62

不動産賃貸料 67 74

投資有価証券運用益 74 0

その他 49 73

営業外収益合計 298 251

営業外費用   

支払利息 177 201

売上割引 128 118

持分法による投資損失 133 13

その他 30 32

営業外費用合計 470 366

経常利益又は経常損失（△） 378 △57

特別利益   

固定資産売却益 0 5

貸倒引当金戻入額 66 －

賞与引当金戻入額 20 －

役員賞与引当金取崩額 49 1

補助金収入 － 33

特別利益合計 137 40

特別損失   

役員退職慰労金 － 30

減損損失 44 6

関係会社株式売却損 － 66

たな卸資産評価損 128 －

その他 19 30

特別損失合計 192 134

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

323 △150



（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) 

法人税、住民税及び事業税 120 74

法人税等調整額 192 62

法人税等合計 313 136

少数株主利益又は少数株主損失（△） 22 △1

四半期純損失（△） △12 △286



（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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

323 △150

減価償却費 376 360

減損損失 44 6

のれん償却額 24 34

受取利息及び受取配当金 △46 △39

支払利息 177 201

持分法による投資損益（△は益） 133 13

売上債権の増減額（△は増加） △1,132 1,738

たな卸資産の増減額（△は増加） △317 778

仕入債務の増減額（△は減少） 1,520 △4,857

その他 △574 △713

小計 530 △2,626

利息及び配当金の受取額 48 41

利息の支払額 △165 △198

法人税等の支払額 △107 △207

営業活動によるキャッシュ・フロー 305 △2,990

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 △80 △29

有価証券の売却による収入 45 29

有価証券の償還による収入 － 128

関係会社株式の売却による収入 － 50

固定資産の取得による支出 △90 △159

固定資産の売却による収入 14 69

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 175

その他 △6 △54

投資活動によるキャッシュ・フロー △117 209

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） 696 1,803

長期借入れによる収入 700 570

長期借入金の返済による支出 △1,679 △2,188

社債の償還による支出 △130 △95

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △41 △49

配当金の支払額 △141 △70

少数株主への配当金の支払額 △10 △7

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △607 △38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △419 △2,819

現金及び現金同等物の期首残高 10,340 11,795

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 25

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,921 9,002



 該当事項はありません。 

  

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） 

（単位：百万円）

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） 

（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 

  

（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  66,898  1,547  375  68,821  －  68,821

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高  477  1,034  1,133  2,644 (2,644)  －

計  67,376  2,581  1,508  71,466 (2,644)  68,821

営業利益又は営業損失（△）  643  △110  79  612 (62)  550

  
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  58,796  1,255  1,312  61,364  －  61,364

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高  595  890  1,157  2,643 (2,643)  －

計  59,392  2,146  2,470  64,008 (2,643)  61,364

営業利益又は営業損失（△）  85  △127  △1  △43  101  57

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 



３．会計処理の方法の変更 

（前第１四半期連結累計期間）  

【定性的情報・財務諸表等】４．（3）①に記載のとおり、当第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、「総合建材卸売事業」で営業利益が60百万円減少し、「合板製造・木材加工

事業」で営業損失が31百万円増加しております。 

  

４．追加情報 

（前第１四半期連結累計期間）  

【定性的情報・財務諸表等】４．（3）②に記載のとおり、当第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、機械装置等について、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、「合板製造・木材加工事業」の営業損失が９百万円増加しております。 

  

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） 

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） 

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。 

   

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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

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） 

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。 

   

〔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
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