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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,665 △32.1 △11 ― △23 ― △212 ―
21年3月期第2四半期 3,927 ― 7 ― 7 ― 13 ―

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2四半期 △583.34 ―
21年3月期第2四半期 36.62 36.52

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2四半期 6,256 1,623 25.8 4,432.98
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2四半期  1,615百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

通期 5,800 △20.5 20 5.8 10 91.3 △195 ― △535.10



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、5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2四半期 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2四半期  35,581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2四半期 364,453株 21年3月期第2四半期 364,456株



  

 

   

 

 

（参考）個別業績予想 
 
平成 22 年 3 月期の個別業績予想（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） 

 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

通     期 5,200 △16.3 30 101.1 20  14.9 △185    － △507   66 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ：有 

 



 当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日）の当社グループを取り巻く環境は、昨年秋

以降の経済活動の世界的停滞の影響を大きく受けております。平成21年上期の新規住宅着工戸数は対前年比33.9％の

大幅減少となり、これまでにない不況の様相を呈しております。中でも当社グループの営業成績に大きく影響する戸

建住宅着工戸数は前年比15.6％減少となり、年間の戸数は近年の最低水準必至の状況となっております。  

 このような状況下、当社グループでは当連結会計年度の売上高の大幅減少は避けられないという予想のもとに、事

業の大胆な再構築を実施してまいりました。赤字部門となっている生産部及び原木部門の廃止、それに伴う早期希望

退職者の募集、グループ全社を含めた組織の大幅統廃合、人員の配置転換を行いました。 

 木材・建材事業では、新規住宅着工戸数の大幅減少に合わせ、顧客との取引内容に合わせた管理を徹底し、粗利率

の向上に努めてまいりました。また、経費削減のために配送コストの見直し、人材の適正配置等を実施し、相応の効

果を実現してまいりました。 

 不動産事業では、安定的な賃貸収入は確保しておりますが、連結子会社の株式会社三重ナゴヤホームズでのマンシ

ョン販売は計画に比べて大幅な遅れで苦戦を強いられております。 

 また、当第２四半期連結累計期間においては特別損失として、名古屋市港区における賃貸建物を撤去した固定資産

処分損の計上、事業再構築により在庫の見直しを行った結果のたな卸資産評価損の計上、早期希望退職による割増退

職金を事業構造改善費用として計上しております。 

 この結果、当社グループの第２四半期連結累計期間の売上高は2,665百万円（前年同期比1,261百万円減、32.1％

減）、営業損失11百万円（前年同期は営業利益７百万円）、経常損失23百万円（前年同期は経常利益７百万円）、四

半期純損失は212百万円（前年同期は四半期純利益13百万円）となりました。  

  

  

 当第２四半期連結会計期間末（平成21年９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375百万円減

少しました。同様の理由に伴い仕入を抑制していることから、仕入債務も前連結会計年度末に比較して311百万円減

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実施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295百万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）の撤去を実施した

ことを主要因として前連結会計年度末に比較して167百万円減少しております。借入債務につきましては、前連結会

計年度末に比較して短期借入金が204百万円減少した一方で長期借入金（１年内返済予定分を含む）が174百万円増加

し、有利子負債としては29百万円減少しております。  

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末とほぼ同水準の25.8％となりました。 

  

  

 当社グループにおいては、下半期にこれまで実施してまいりました組織変更による営業力の強化、人員の適正配

置、お客様管理の強化等による利益確保の推進等により収益向上を図ってまいります。しかしながら、前連結会計年

度からの戸建住宅着工件数減少の大幅な回復は見込めず、木材・建材事業におきましては売上高の大幅減少を見込ん

でおります。一方、不動産事業では引き続き安定的な賃貸収入を確保し、厳しい環境下ではありますが、引き続きマ

ンション販売、分譲住宅販売を行ってまいります。 

 当社グループの連結通期の業績見込といたしましては、売上高5,800百万円、営業利益20百万円、経常利益10百万

円、当期純損失195百万円を見込んでおります。  

  

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

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

該当事項はありません。  

  

  

（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。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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）

（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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 675,236 678,305

受取手形及び売掛金 1,065,296 1,440,627

商品及び製品 718,809 945,996

仕掛品 24,643 77,881

原材料 5,319 20,200

その他 32,390 45,524

貸倒引当金 △12,049 △17,585

流動資産合計 2,509,647 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） 606,361 773,757

有形固定資産合計 3,167,972 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 487,191 455,766

その他 133,255 147,479

貸倒引当金 △43,516 △47,788

投資その他の資産合計 576,930 555,457

固定資産合計 3,746,388 3,892,327

資産合計 6,256,036 7,083,278

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,000,838 1,312,126

短期借入金 1,187,500 1,392,000

1年内返済予定の長期借入金 490,784 647,244

未払法人税等 2,169 12,012

賞与引当金 6,000 6,000

その他 84,049 310,311

流動負債合計 2,771,341 3,679,694

固定負債   

長期借入金 968,954 637,916

繰延税金負債 546,435 659,343

退職給付引当金 162,932 176,741

役員退職慰労引当金 8,070 8,070

受入保証金 162,542 62,562

その他 12,014 14,203

固定負債合計 1,860,948 1,558,837

負債合計 4,632,290 5,238,532



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,399,484 1,619,371

自己株式 △107,471 △107,422

株主資本合計 1,498,580 1,718,516

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 116,881 115,377

評価・換算差額等合計 116,881 115,377

少数株主持分 8,283 10,852

純資産合計 1,623,745 1,844,746

負債純資産合計 6,256,036 7,083,278



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,927,174 2,665,315

売上原価 3,419,949 2,282,442

売上総利益 507,224 382,873

販売費及び一般管理費 499,845 394,355

営業利益又は営業損失（△） 7,379 △11,482

営業外収益   

受取利息 95 28

受取配当金 8,265 6,195

仕入割引 12,618 9,384

その他 9,932 5,210

営業外収益合計 30,911 20,818

営業外費用   

支払利息 23,712 27,669

売上割引 6,074 4,808

その他 1,052 428

営業外費用合計 30,839 32,906

経常利益又は経常損失（△） 7,451 △23,570

特別利益   

固定資産処分益 － 49

貸倒引当金戻入額 1,942 5,803

賞与引当金戻入額 13,982 －

退職給付引当金戻入額 － 2,841

特別利益合計 15,924 8,695

特別損失   

固定資産処分損 － 209,191

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 － 332,911

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（△）

23,375 △347,786

法人税、住民税及び事業税 1,405 1,010

法人税等還付税額 － △669

法人税等調整額 6,006 △132,960

法人税等合計 7,412 △132,619

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,615 △2,568

四半期純利益又は四半期純損失（△） 13,347 △212,598



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９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（△） 23,375 △347,786

減価償却費 33,079 25,671

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,060 △13,809

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,049 △9,807

受取利息及び受取配当金 △8,361 △6,224

支払利息 23,712 27,669

固定資産処分損益（△は益） － 209,141

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） △17,709 375,331

たな卸資産の増減額（△は増加） △254,049 182,546

仕入債務の増減額（△は減少） 385,789 △311,287

預り保証金の増減額（△は減少） △42,420 △124,240

その他 △148,502 29,545

小計 △25,196 160,471

利息及び配当金の受取額 8,230 6,080

利息の支払額 △23,483 △27,947

法人税等の支払額 △1,235 △11,308

法人税等の還付額 － 1,489

営業活動によるキャッシュ・フロー △41,684 128,785

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 △10,000 △10,000

定期預金の払戻による収入 10,000 10,000

投資有価証券の取得による支出 △1,828 △25,002

有形固定資産の取得による支出 △769 －

有形固定資産の売却による収入 － 577

その他 － △67,979

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,597 △92,404

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） 264,000 △204,500

長期借入れによる収入 700,000 624,000

長期借入金の返済による支出 △345,536 △449,422

社債の償還による支出 △500,000 －

自己株式の取得による支出 △13 △49

配当金の支払額 － △7,289

その他 － △2,189

財務活動によるキャッシュ・フロー 118,450 △39,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,168 △3,068

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 685,124 645,236



該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

  

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。 

  

（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） 

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 3,444,631 521,512 3,966,144 (38,970) 3,927,174

営業利益又は営業損失（△） △34,589 112,491 77,902 (70,522) 7,379

  
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 2,412,937 269,778 2,682,716 (17,400) 2,665,315

営業利益又は営業損失（△） △4,743 68,010 63,267 (74,749) △11,482

〔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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