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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 192,994 △10.4 1,240 △3.2 583 17.0 △162 ―

21年3月期第3四半期 215,337 ― 1,281 ― 499 ― △683 ―

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3四半期 △5.51 ―

21年3月期第3四半期 △24.16 ―

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3四半期 157,851 17,354 10.7 573.73
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3四半期  16,933百万円 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

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 ― 5.00 ― 2.50 7.50
22年3月期 ― 2.50 ―

22年3月期 
（予想）

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 257,000 △6.9 2,100 51.6 1,200 ― 150 ― 5.08
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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）  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 

通期連結業績予想に関する事項につきましては、第３四半期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を修正いたしました。なお、当該予想数値の修
正に関する事項は、本日（平成22年２月５日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 1社 （社名 株式会社新若山 ）

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3四半期 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3四半期 25,321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3四半期 29,515,165株 21年3月期第3四半期 28,268,598株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の持ち直しや政府の消費刺激策の効果等により緩やかな回

復基調で推移いたしましたが、経済活動の水準は依然として低く、また個人所得の減少や雇用への不安、物価の下落

など景気の先行きに対する不透明感も強いことから、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３四半期連結累計期間の新設住宅着工戸数は588千戸（前年同期比29.9％減）と前

年同期を大きく下回る状況が続いております。当社グループが主力とする持ち家着工戸数につきましても、累計では

223千戸（同10.5％減）と前年同期を下回っておりますが、10月から12月の第３四半期単独では74千戸（同1.8％増）

と底入れの動きが伺われます。 

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

プ企業の再編や与信管理の強化、経費全般の削減に注力いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、連結売上高は前年同期比223億43百万円減の1,929億94百万

円（前年同期比10.4％減）、連結営業利益は前年同期比40百万円減の12億40百万円（同3.2％減）、連結経常利益は

前年同期比84百万円増の５億83百万円（同17.0％増）、連結四半期純損失は１億62百万円（前年同期は６億83百万円

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につきましては、輸入量の減少や国内メーカーの生産調整は継続し

ているものの、需要が盛り上がりを欠く中、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下回っており、価格と量の両面から苦戦をいたしました。 

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が、

住宅機器につきましてはリフォーム需要等も取り込んで比較的健闘いたしました。 

この結果、当事業の売上高は1,847億１百万円（前年同期比11.6％減）、営業利益は10億20百万円（同11.3％

減）となりました。 

② 合板製造・木材加工事業 

合板製造事業につきましては、需要の減少から販売面で苦戦いたしましたが、輸入原木の値下がりや国産材使用

比率の引き上げなどのコスト低減効果により、採算は前年同期比改善いたしました。 

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が、原材料価格の値下がりなどによ

り、採算は前年同期比改善いたしました。 

この結果、当事業の売上高は41億２百万円（前年同期比17.4％減）、営業損失１億45百万円（前年同期は１億63

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268社と前連結会計年度末比16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の安定収入があったほか、経費の大幅

な削減により、営業利益が前年同期比大きく改善いたしました。 

この結果、当事業の売上高は41億90百万円（前年同期比193.4％増）、営業利益１億90百万円（同2.6％減）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３四半期連結会計期間末における総資産は1,578億51百万円となり、前連結会計年度末に比べて148億18百万円

増加いたしましたが、その主な要因は東合交易株式会社が連結対象に加わったことと、当第３四半期連結会計期間の

末日が銀行休業日であること等によるものであります。 

内訳としましては、受取手形及び売掛金52億90百万円、現金及び預金76億77百万円の増加に対してたな卸資産が12

億86百万円減少したことなどから、流動資産は114億19百万円増加いたしました。固定資産は、有形固定資産25億51

百万円、のれん等の無形固定資産４億91百万円の増加などにより、33億99百万円増加いたしました。 

負債は1,404億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ143億29百万円増加いたしました。内訳としては、支払手

形及び買掛金105億11百万円、短期借入金44億53百万円の増加を中心に流動負債が148億19百万円増加いたしました。

固定負債は長期借入金３億65百万円の減少などにより４億89百万円減少いたしました。 

純資産は173億54百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億88百万円増加いたしました。  

  

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、持ち家着工戸数に持ち直しの兆しがでてきたものの、新設住宅

着工戸数全体ではなお前年同期を20％強下回るなど、引き続き厳しい経営環境が継続しました。 

このような需要の低迷から合板市況は、９月にかけて若干持ち直した価格が10月以降続落基調で推移いたしまし

た。 

この結果、売上高が予想を３％程度下回り、粗利益率の改善やコスト削減に努めましたが、営業利益、経常利益、

当期純利益とも予想を下回りました。 

第４四半期の経営環境につきましては、新設住宅着工戸数の底入れに向けた動きが徐々に出てきているものの、本

格的な回復にはなお時間を要するものと見込まれます。 

また、合板市況につきましても、年明け以降若干持ち直しの動きがでてきましたが、動きは緩やかなものに止まっ

ております。 

以上のような経営環境を踏まえて、第３四半期までの実績と第４四半期の業績見通しの見直しを行い、平成21年11

月９日に公表しました通期業績予想を下記のとおり再度修正いたしました。 

詳細につきましては、本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

（平成22年度３月期連結業績予想）  

  

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、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。 

また、第２四半期連結会計期間において、株式会社新若山は、合併による解散に伴い連結の範囲から除外して

おります。  

   

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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

  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

前回発表予想（Ａ）   260,000 2,200 1,300   300 10.16

今回修正予想（Ｂ）  257,000 2,100 1,200  150 5.08

増減額（Ｂ－Ａ）  △3,000   △100 △100  △150 －

増減率（％） △1.2％ △4.5％ △7.7％ △50.0％ －

平成21年３月期実績  275,921 1,385 56  △1,309 △46.33

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 19,675 11,997

受取手形及び売掛金 72,633 67,342

有価証券 112 238

商品及び製品 6,989 8,212

仕掛品 138 138

原材料及び貯蔵品 469 832

未成工事支出金 1,916 1,617

その他 1,962 2,062

貸倒引当金 △591 △555

流動資産合計 103,305 91,886

固定資産   

有形固定資産   

土地 33,161 30,202

その他（純額） 12,404 12,812

有形固定資産合計 45,566 43,014

無形固定資産   

のれん 496 －

その他 704 709

無形固定資産合計 1,201 709

投資その他の資産   

投資有価証券 2,400 2,323

その他 7,393 6,926

貸倒引当金 △2,016 △1,828

投資その他の資産合計 7,777 7,421

固定資産合計 54,545 51,145

資産合計 157,851 143,032

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 85,260 74,749

短期借入金 18,601 14,148

1年内返済予定の長期借入金 8,146 8,454

1年内償還予定の社債 20 180

未払法人税等 200 210

賞与引当金 243 334

役員賞与引当金 4 9

その他 3,994 3,565

流動負債合計 116,471 101,652



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 10 50

長期借入金 15,745 16,111

退職給付引当金 2,383 2,315

役員退職慰労引当金 463 508

債務保証損失引当金 156 156

負ののれん － 39

その他 5,266 5,334

固定負債合計 24,025 24,514

負債合計 140,496 126,166

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 8,677 9,022

自己株式 △17 △16

株主資本合計 17,378 16,971

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △214 △303

繰延ヘッジ損益 9 16

土地再評価差額金 △240 △251

評価・換算差額等合計 △444 △537

少数株主持分 421 431

純資産合計 17,354 16,865

負債純資産合計 157,851 143,032



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 215,337 192,994

売上原価 198,206 176,428

売上総利益 17,131 16,566

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 5,913 6,019

役員賞与引当金繰入額 0 4

賞与引当金繰入額 359 234

運賃 2,367 2,081

減価償却費 670 674

役員退職慰労引当金繰入額 38 34

退職給付引当金繰入額 129 169

貸倒引当金繰入額 396 157

その他 5,974 5,948

販売費及び一般管理費合計 15,850 15,325

営業利益 1,281 1,240

営業外収益   

受取利息 48 32

受取配当金 51 37

仕入割引 212 212

不動産賃貸料 202 210

その他 159 141

営業外収益合計 673 634

営業外費用   

支払利息 550 608

売上割引 422 395

持分法による投資損失 326 181

その他 157 104

営業外費用合計 1,455 1,290

経常利益 499 583

特別利益   

固定資産売却益 1 7

関係会社株式売却益 － 14

役員賞与引当金取崩額 52 1

補助金収入 － 33

その他 － 2

特別利益合計 53 59

特別損失   

固定資産売却損 16 12

減損損失 49 8

関係会社株式売却損 － 78

関係会社株式評価損 － 37

投資有価証券評価損 364 44

たな卸資産評価損 128 －

その他 29 93

特別損失合計 589 275

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（△）

△37 368



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

法人税、住民税及び事業税 363 356

法人税等調整額 286 165

法人税等合計 650 522

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4 8

四半期純損失（△） △683 △162



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

△37 368

減価償却費 1,154 1,094

減損損失 49 8

のれん償却額 99 133

受取利息及び受取配当金 △100 △70

支払利息 550 608

持分法による投資損益（△は益） 326 181

売上債権の増減額（△は増加） △8,359 △3,779

たな卸資産の増減額（△は増加） △877 1,583

仕入債務の増減額（△は減少） 14,301 7,820

その他 394 68

小計 7,502 8,017

利息及び配当金の受取額 100 73

利息の支払額 △563 △612

法人税等の支払額 △203 △377

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,836 7,100

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 △326 △232

有価証券の売却による収入 236 110

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 － 68

固定資産の取得による支出 △354 △2,028

固定資産の売却による収入 146 94

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 △154 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー △451 △1,707

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） 4,533 3,787

長期借入れによる収入 3,900 5,470

長期借入金の返済による支出 △5,890 △6,811

社債の償還による支出 △210 △210

新株予約権付社債の償還による支出 △1,272 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △138 △141

配当金の支払額 △282 △144

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 628 1,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,013 7,335

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 17,354 19,156



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（単位：百万円）

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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  208,941  4,967  1,428  215,337  －  215,337

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高  1,479  3,259  3,578  8,317 (8,317)  －

計  210,421  8,227  5,006  223,655 (8,317)  215,337

営業利益又は営業損失（△）  1,149  △163  195  1,181  99  1,281

  
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  184,701  4,102  4,190  192,994  －  192,994

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高  1,824  2,769  3,663  8,257 (8,257)  －

計  186,525  6,872  7,853  201,251 (8,257)  192,994

営業利益又は営業損失（△）  1,020  △145  190  1,064  175  1,240

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３四半期連結累計期間） 

【定性的情報・財務諸表等】４．(3）①に記載のとおり、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、当第３四半期連結累計期間の「総合建材卸売事業」で営業利益が180百万円減少

し、「合板製造・木材加工事業」で営業損失が21百万円増加しております。 

４．追加情報 

（前第３四半期連結累計期間） 

【定性的情報・財務諸表等】４．(3）②に記載のとおり、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、当第３四半期連結累計期間の「合板製造・木材加工事業」の営業損失が29百万円増加してお

ります。  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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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