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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 1,323 △27.5 △19 ― △24 ― △191 ―
21年3月期第1四半期 1,824 ― △25 ― △23 ― △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

22年3月期第1四半期 △525.62 ―
21年3月期第1四半期 △19.73 ―

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 7,005 1,688 24.0 4,604.34
21年3月期 7,083 1,844 25.9 5,031.91

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,678百万円 21年3月期  1,833百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想） ― ― 25.00 25.00

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

2,800 △28.7 △20 ― △20 ― △190 ― △521.33

通期 6,000 △17.7 20 5.8 20 282.7 △80 ― △219.51



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） 

(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。 

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 400,000株 21年3月期  400,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  35,547株 21年3月期  35,547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 364,453株 21年3月期第1四半期 364,457株



該当事項はありません。 

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（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）の当社グループの状況は、新設住

宅着工戸数の前年同期比31.9％の減少、中でも持家着工戸数の前年同期比13.6％減少の影響を受け、木材・建材

事業の売上高は前年同期比25.8％の減少という結果となり、戸建・マンション関係の工事業者への納材は大きく

後退しております。不動産事業では引き続いて安定した賃料収入を確保しておりますが、連結子会社である株式

会社三重ナゴヤホームズでのマンション販売が不況感の中で苦戦を強いられており、また前年同期の好調の反動

もあり、売上高は43.5％の大幅な減少となっております。 

また、名古屋市港区木場町での賃貸物流倉庫の取り壊し、生産部及び原木部門の廃止に伴うたな卸資産評価損

の計上、また早期希望退職者募集による退職金割増等の措置による特別損失を計上しております。 

 この結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は1,323百万円（前年同期比501百万円減、

27.5％減）、経常損失24百万円（前年同期は経常損失23百万円）、四半期純損失は191百万円（前年同期は四半期

純損失７百万円）となりました。 

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日現在）の当社グループの財政状態は、木材・建材事業につい

て上記で述べました原因による売上高の大幅な減少による影響で、前連結会計年度末に比較して売上債権は210百

万円減少しました。同様の理由に伴い仕入を圧縮しました結果、仕入債務も前連結会計年度末に比較して188百万

円減少しております。また、仕入の減少及び生産部及び原木部門の閉鎖を決定したことも影響して、たな卸資産

が前連結会計年度末に比較して136百万円減少しております。有形固定資産では物流倉庫（名古屋市港区）の撤去

を決定したことを主原因として前連結会計年度末に比較して154百万円減少しております。投資有価証券において

は、株式相場の回復が見られた影響で前連結会計年度末に比較して97百万円増加しております。借入債務につき

ましては、短期借入金が増加したことにより225百万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263百万円増加しております。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比較して1.9ポイント減少し、24.0％となりました。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

 第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年８月７日に発表させていただいたもの

から変更はありません。 

  

  

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



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 941,971 678,305

受取手形及び売掛金 1,230,572 1,440,627

商品及び製品 855,033 945,996

仕掛品 45,732 77,881

原材料 7,058 20,200

その他 98,500 45,524

貸倒引当金 △13,947 △17,585

流動資産合計 3,164,921 3,190,950

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,561,610 2,561,610

その他（純額） 619,275 773,757

有形固定資産合計 3,180,886 3,335,368

無形固定資産 1,485 1,501

投資その他の資産   

投資有価証券 553,029 455,766

その他 149,208 147,479

貸倒引当金 △44,455 △47,788

投資その他の資産合計 657,782 555,457

固定資産合計 3,840,154 3,892,327

資産合計 7,005,075 7,083,278

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,124,010 1,312,126

短期借入金 1,617,500 1,392,000

1年内返済予定の長期借入金 480,844 647,244

未払法人税等 1,353 12,012

賞与引当金 9,000 6,000

その他 319,587 310,311

流動負債合計 3,552,295 3,679,694

固定負債   

長期借入金 796,205 637,916

繰延税金負債 614,070 659,343

退職給付引当金 170,093 176,741

役員退職慰労引当金 8,070 8,070

受入保証金 162,562 62,562

その他 13,109 14,203

固定負債合計 1,764,110 1,558,837

負債合計 5,316,406 5,238,532



（単位：千円）

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) 

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 1,420,519 1,619,371

自己株式 △107,422 △107,422

株主資本合計 1,519,665 1,718,516

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 158,399 115,377

評価・換算差額等合計 158,399 115,377

少数株主持分 10,604 10,852

純資産合計 1,688,669 1,844,746

負債純資産合計 7,005,075 7,083,278



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 1,824,677 1,323,579

売上原価 1,600,624 1,141,435

売上総利益 224,052 182,144

販売費及び一般管理費 249,186 202,140

営業損失（△） △25,133 △19,996

営業外収益   

受取利息 0 8

受取配当金 7,660 5,590

仕入割引 6,020 4,919

その他 2,857 1,593

営業外収益合計 16,539 12,112

営業外費用   

支払利息 11,759 14,289

売上割引 2,976 2,308

その他 624 318

営業外費用合計 15,361 16,916

経常損失（△） △23,955 △24,800

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,191 3,838

賞与引当金戻入額 13,982 －

特別利益合計 15,173 3,838

特別損失   

固定資産処分損 － 174,215

減損損失 － 4,927

たな卸資産評価損 － 112,759

事業構造改善費用 － 10,961

特別損失合計 － 302,863

税金等調整前四半期純損失（△） △8,782 △323,825

法人税、住民税及び事業税 1,319 794

法人税等調整額 △3,756 △132,810

法人税等合計 △2,437 △132,015

少数株主利益又は少数株主損失（△） 846 △247

四半期純損失（△） △7,191 △191,562



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △8,782 △323,825

減価償却費 16,791 12,854

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,982 3,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,816 △6,648

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,191 △6,970

受取利息及び受取配当金 △7,661 △5,599

支払利息 11,759 14,289

固定資産処分損益（△は益） － 174,215

減損損失 － 4,927

たな卸資産評価損 － 112,759

事業構造改善費用 － 10,961

売上債権の増減額（△は増加） 59,568 210,054

たな卸資産の増減額（△は増加） △69,848 23,495

仕入債務の増減額（△は減少） 42,668 △188,115

預り保証金の増減額（△は減少） △42,420 57,580

その他 △85,055 △1,150

小計 △100,969 91,827

利息及び配当金の受取額 7,661 5,599

利息の支払額 △12,024 △14,074

法人税等の支払額 △2,110 △11,308

営業活動によるキャッシュ・フロー △107,444 72,043

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 △786 －

投資有価証券の取得による支出 △1,498 △24,672

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,284 △24,672

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） 320,000 225,500

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 △166,368 △308,111

その他 － △1,094

財務活動によるキャッシュ・フロー 153,632 216,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 43,903 263,665

現金及び現金同等物の期首残高 610,955 648,305

現金及び現金同等物の四半期末残高 654,859 911,971



 該当事項はありません。 

   

（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〕

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） 

   

  

  
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 1,668,701 178,456 1,847,158 (22,480) 1,824,677

営業利益又は営業損失（△） △46,808 44,056 △2,752 (22,380) △25,133

  
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 1,228,912 100,446 1,329,359 ( 5,779) 1,323,579

営業利益又は営業損失（△） △9,794 32,449 22,654 (42,651) △19,996

〔所在地別セグメント情報〕

 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
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