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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 3,426 △10.6 △17 ― △97 ― △97 ―

21年3月期第1四半期 3,831 ― 73 ― 1 ― △131 ―

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 △10.90 ―

21年3月期第1四半期 △14.68 ―

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 13,741 225 1.6 △198.14

21年3月期 14,108 289 2.1 △191.08

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  225百万円 21年3月期  289百万円

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 ― ― ― ― 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00

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

8,236 △4.6 171 3.0 12 △7.7 16 ― 1.79

通期 17,200 3.1 453 70.9 135 ― 129 ― 14.39
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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、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） 

(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。 

(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 

 上記の業績予想は、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、上記の業績予想に関する事項は、添付資料の4ページを参照して下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 9,111,190株 21年3月期  9,111,190株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  153,958株 21年3月期  161,620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 8,958,543株 21年3月期第1四半期 8,972,075株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気の低迷から、企業業績が伸び悩み、雇用情勢も

悪化するなど、厳しい状況が続きました。住宅関連業界におきましても、新設住宅着工戸数は19万７千戸

(前年同期比31.9％の減少)となり、持家・貸家・分譲住宅ともに減少し、低調に推移しました。 

 このような事業環境のもと、当社グループは、「新３カ年中期経営計画」の二年目にあたり、経営目標

達成に向けて取り組みました。  

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、3,426,559千円(前年同期比10.6％減少)となりまし

た。損益面では、売上高の減少により、営業損失17,741千円(前年同期は営業利益73,910千円)、経常損失

97,435千円(前年同期は経常利益1,896千円)、四半期純損失97,646千円(前年同期は四半期純損失131,732

千円)となりました。 

（事業の種類別セグメントの業績） 

イ 木材・建材事業  

木材事業は、営業体制の再編成による営業力の強化と色物丸太等の採算重視の販売により販売の拡大

を図りましたが、持家住宅着工戸数が低迷を続けるなどの影響を受け厳しい状況にありました。  

 建材事業は、工場の生産性に改善がみられましたが、マンションや商業施設の建築着工戸数の減少に

伴う住宅資材の需要の低下により、売上高が減少し苦戦を強いられました。  

 この結果、売上高は3,185,436千円(前年同期比9.9％減少)、営業損失32,169千円(前年同期は営業利

益47,140千円)となりました。  

ロ 住宅・不動産事業  

プレカット事業は、新設住宅着工戸数の減少による影響があったものの、受注の確保に努めたことか

ら比較的堅調に推移いたしました。  

 また、不動産賃貸事業は、計画どおりの収入・収益をあげることが出来ました。  

 この結果、売上高は241,123千円(前年同期比18.7％減少)、営業利益は14,427千円(前年同期比46.1％

減少)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の総資産は、前連結会計年度末に比べ367,477千円減少し13,741,032千

円となりました。この主な要因は次のとおりであります。  

 資産については、前連結会計年度末に比べ367,477千円減少しました。この主な要因は、たな卸資産

が89,834千円、その他（前渡金）が178,060千円、その他(貸付金)が61,640千円それぞれ減少したこと

等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べ302,834千円減少しました。この主な要因は、短期借入金

が399,000千円増加した一方で、支払手形及び買掛金が774,267千円減少したこと等によるものでありま

す。  

 純資産については、主に四半期純損失97,646千円を計上したことや持分法適用関連会社１社を除外し

たこと等により、前連結会計年度末に比べ64,642千円減少しました。  

(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

年度末に比べ46,247千円増加し462,624千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果、使用した資金は467,567千円(前年同期は135,087千円の獲得)となりました。この主

な要因は、売上債権が101,645千円、たな卸資産が94,811千円、仕入債務が598,689千円それぞれ減少し

たこと等によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果、獲得した資金は38,751千円(前年同期は351千円の使用)となりました。この主な要

因は、貸付金の回収40,624千円（純額）等があったことによるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果、調達した資金は474,193千円(前年同期は117,149千円の使用)となりました。この主

な要因は、短期借入金が139,000千円増加したことと長期借入れを350,000千円行ったこと等によるもの

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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当第１四半期連結会計期間における業績は、概ね計画どおり推移しているため、現時点では、平成21年

５月15日に公表致しました平成22年３月期の第２四半期連結累計期間及び平成22年３月期の業績予想に変

更はありません。 

なお、今後も厳しい経営環境が続くものと予想され、景気の深刻化の動向によっては、第２四半期連結

累計期間及び通期の業績予想について、見直しが必要と判断した場合は速やかに開示致します。 

  
  

該当事項はありません。 
  

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棚卸資産の評価方法  

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定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。 

③固定資産の減価償却費の算定方法  

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。  

 なお、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。 

④未実現損益の消去  

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見

積って計算しております。 
  

①連結の範囲に関する事項の変更 

（会計方針の変更）  
当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用しております。  

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。  
  

②会計処理基準に関する事項の変更  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「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）を当第１四半期連結会計期間よ

り適用し、当第１四半期連結会計期間の期首に存在する工事契約を含むすべての工事契約において進

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。 

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 
  

当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。 

継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、当社は、毎期の利益計画の着実な実行を前提に、主力

取引銀行からの支援を受けており、当該計画の達成如何では、財務活動に重大な影響を及ぼす可能性が

あります。このことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお

り、当社及び連結子会社は、当第１四半期連結会計期間末現在、契約期間が一年以内の借入金が106億

円と多額にあることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 当社は、当該状況を解消すべく、木材事業における営業体制の再編成による営業力の強化、天竜工場

（建材事業）における生産性の向上やコストダウン、全社的な経費削減を徹底するとともに、屋上緑化

事業等のエコ商品にも注力し、利益計画を確実に実行することで、さらなる財務体質の改善を図ること

により、主力取引銀行からの継続的支援を得られるものと考えております。 

  

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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：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 685,011 638,720

受取手形及び売掛金 4,444,037 4,537,080

商品及び製品 2,663,332 2,785,594

仕掛品 29,289 48,761

原材料及び貯蔵品 251,324 199,425

その他 304,972 563,377

貸倒引当金 △520,147 △519,077

流動資産合計 7,857,819 8,253,882

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,447,408 3,447,383

その他（純額） 1,301,068 1,314,826

有形固定資産合計 4,748,476 4,762,209

無形固定資産   

のれん 2,380 2,619

その他 18,795 18,816

無形固定資産合計 21,176 21,435

投資その他の資産   

その他 1,911,447 1,873,526

貸倒引当金 △797,887 △802,543

投資その他の資産合計 1,113,560 1,070,982

固定資産合計 5,883,213 5,854,628

資産合計 13,741,032 14,108,510

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,277,904 3,052,172

短期借入金 10,616,139 10,217,139

未払法人税等 5,861 23,704

賞与引当金 10,895 5,373

その他 151,264 142,486

流動負債合計 13,062,065 13,440,875

固定負債   

長期借入金 210,000 134,500

退職給付引当金 207,856 213,393

その他 35,851 29,839

固定負債合計 453,708 377,732

負債合計 13,515,773 13,818,608
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（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 1,502,459 1,502,459

資本剰余金 1,000,000 1,000,404

利益剰余金 △2,246,871 △2,168,134

自己株式 △13,202 △13,879

株主資本合計 242,384 320,849

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,940 3,629

繰延ヘッジ損益 58 －

為替換算調整勘定 △29,125 △34,577

評価・換算差額等合計 △17,125 △30,948

純資産合計 225,259 289,901

負債純資産合計 13,741,032 14,108,510
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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：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 3,831,170 3,426,559

売上原価 3,418,269 3,141,685

売上総利益 412,901 284,874

販売費及び一般管理費 338,990 302,616

営業利益又は営業損失（△） 73,910 △17,741

営業外収益   

受取利息 2,338 994

受取配当金 10,076 8,113

為替差益 6,150 －

その他 3,473 1,601

営業外収益合計 22,039 10,708

営業外費用   

支払利息 68,923 57,578

為替差損 － 6,503

持分法による投資損失 3,610 9,881

その他 21,519 16,439

営業外費用合計 94,053 90,402

経常利益又は経常損失（△） 1,896 △97,435

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,217 3,585

特別利益合計 9,217 3,585

特別損失   

たな卸資産評価損 140,063 －

特別損失合計 140,063 －

税金等調整前四半期純損失（△） △128,949 △93,850

法人税、住民税及び事業税 2,783 3,796

法人税等合計 2,783 3,796

四半期純損失（△） △131,732 △97,646
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(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（△） △128,949 △93,850

減価償却費 15,762 15,487

たな卸資産評価損 140,063 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △109,467 △3,585

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,085 5,522

退職給付引当金の増減額（△は減少） 676 △5,536

受取利息及び受取配当金 △12,415 △9,107

支払利息 68,923 57,578

持分法による投資損益（△は益） 3,610 9,881

売上債権の増減額（△は増加） 280,964 101,645

たな卸資産の増減額（△は増加） △347,991 94,811

破産更生債権等の増減額（△は増加） 104,570 124

仕入債務の増減額（△は減少） 159,281 △598,689

その他 26,476 34,392

小計 206,593 △391,326

利息及び配当金の受取額 9,065 11,566

利息の支払額 △69,757 △57,773

法人税等の支払額 △10,813 △30,033

営業活動によるキャッシュ・フロー 135,087 △467,567

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 △26,000 △33,043

定期預金の払戻による収入 26,836 33,000

有形固定資産の取得による支出 △1,059 △1,434

貸付けによる支出 △31,000 △28,000

貸付金の回収による収入 30,871 68,624

その他 － △394

投資活動によるキャッシュ・フロー △351 38,751

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） △115,300 139,000

長期借入れによる収入 － 350,000

長期借入金の返済による支出 △1,500 △14,500

リース債務の返済による支出 － △150

自己株式の取得による支出 △349 △155

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,149 474,193

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,838 869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,425 46,247

現金及び現金同等物の期首残高 622,603 416,376

現金及び現金同等物の四半期末残高 643,028 462,624
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

四半期連結財務諸表提出会社である当社は、毎期の利益計画の着実な実行を前提に、主力取引銀行

からの支援を受けており、当該計画の達成如何では、財務活動に重大な影響を及ぼす可能性がありま

す。このことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

す。 

当社は、当該状況を解消すべく、今後も、利益計画を確実に実行することで、さらなる財務体質の

改善を図ることにより、主力取引銀行からの継続的支援を得られるものと考えております。 

しかし、当社及び連結子会社は、当第１四半期連結会計期間末現在、契約期間が一年以内の借入金

が106億円と多額にあることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。 

なお、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要

な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

 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) 

  

 
(注）１ 事業区分の方法  

    製品の種類・性質、市場及び販売方法の類似性を考慮し、区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な事業内容 

  木材・建材事業：原木・木材製品の販売及び建材品の製造・販売に関する事業 

  住宅・不動産事業：プレカット加工及びプレカット加工用木材の販売、不動産の販売及び賃貸に関する事 

  業 

３ 「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」に記載のとおり、当第１四半期連結会

計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用しております。この結果、従来の方法によった場

合に比べ、当第１四半期連結累計期間における営業利益は「木材・建材事業」が5,104千円、「住宅・不動

産事業」が3,620千円それぞれ増加しております。 

４ 「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」に記載のとおり、当第１四半期連結会

計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を適用しておりま

す。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

(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】

木材・建材 
事業 
(千円)

住宅・
不動産事業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,534,420 296,750 ─ 3,831,170 ― 3,831,170

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 2,713 ─ 2,713 ( 2,713) ―

計 3,534,420 299,464 ─ 3,833,884 ( 2,713) 3,831,170

営業利益 47,140 26,770 ─ 73,910 ─ 73,910
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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) 

  

 
(注）１ 事業区分の方法  

    製品の種類・性質、市場及び販売方法の類似性を考慮し、区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な事業内容 

  木材・建材事業：原木・木材製品の販売及び建材品の製造・販売に関する事業 

  住宅・不動産事業：プレカット加工及びプレカット加工用木材の販売、不動産の販売及び賃貸に関する事 

  業 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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) 

該当事項はありません。 

  

木材・建材 
事業 
(千円)

住宅・
不動産事業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,185,436 241,123 ─ 3,426,559 ― 3,426,559

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 2,668 ─ 2,668 (2,668) ―

計 3,185,436 243,791 ─ 3,429,228 ( 2,668) 3,426,559

営業利益又は営業損失(△) △32,169 14,427 ─ △17,741 ─ △17,741

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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