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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 17,222 △16.2 743 30.4 808 25.4 1,091 ―

21年3月期第3四半期 20,558 ― 570 ― 644 ― 60 ―

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 33.00 ―

21年3月期第3四半期 1.81 ―

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 16,317 6,212 38.1 187.80
21年3月期 14,981 5,263 35.1 159.11

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,212百万円 21年3月期  5,263百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 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 22,500 △13.3 900 44.2 950 31.2 1,100 ― 33.25



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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 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3四半期 34,161,000株 21年3月期  34,161,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,080,101株 21年3月期  1,080,101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 33,080,899株 21年3月期第3四半期 33,499,655株



 当第３四半期連結会計期間の住宅業界は、雇用情勢の悪化や個人消費の長引く低迷等から、住宅需要は低調に推

移いたしました。当第３四半期における新設住宅着工戸数は、20万４千戸（前年同期比20.9％減）、このうち当社

グループが関連する木造住宅分野におきましては、主流の在来木造住宅の着工戸数が８万８千戸（前年同期比

5.1％減）となり、依然として非常に厳しい状況が続いております。 

 このような状況のなか、当社グループにおきましては、より一層のコスト削減に努めるとともに、ハイビックテ

クノロジー㈱那須工場（栃木県大田原市）の機械設備を更新し、品質及び生産性、並びに安全性の向上を図りまし

た。 

 また、平成21年11月に直需木材市場「横浜町田インター木材市場」（東京都町田市）、「八千代木材市場」（千

葉県八千代市）を連続して新規出店、さらに仙台エリアにおける新規直需木材市場の建設に着手する等、将来を見

据えた積極的な設備投資及び販売網の強化を図りました。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、新設住宅着工戸数の低迷と前期実施の不採算事業の見直し等に

より、売上高は57億37百万円（前年同四半期比17.5％減）となりましたが、グループ全体での集中購買や販売価格

の見直し、また、販管費及び一般管理費の削減により、営業利益２億45百万円（同4.3％減）、経常利益２億68百

万円（同4.2％増）となりました。 

 なお、四半期純利益につきましては、子会社に対する貸倒引当金及び株式評価損について税務上損金に算入され

る見込みとなったことから、連結決算における税金費用が減少し、７億46百万円（前年同四半期は29百万円）とな

りました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に受取手形及び売掛金の増加等により、163億17百万円（前期末比

13億35百万円増）となりました。 

 負債は、主にリース債務の増加等により、101億４百万円（同３億86百万円増）となりました。 

 純資産は、利益剰余金の増加等により、62億12百万円（同９億49百万円増）となり、自己資本比率は38.1％とな

りました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、23億66百万円（前年同四半期比４億

69百万円減）となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、主に売上債権の減少２億60百万円、仕入債務の減少１億56百万円、

法人税等の支払額の増加１億96百万円等を反映した結果、３億14百万円の収入（前年同四半期は３億86百万円の収

入）となりました。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、主に有形固定資産の取得及び売却による収入増94百万円を反映した

結果、86百万円の収入（前年同四半期は40百万円の支出）となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、主に長期借入金の返済による支出２億18百万円を反映した結果、２

億33百万円の支出（前年同四半期は１億60百万円の収入）となりました。 

  

 当第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況を勘案し、平成21年５月15日に公表した平成22年３月期業績

予想を修正しております。 

 詳細につきましては、本日（平成22年２月８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。 

  

 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３四半期連結会計期間末の貸倒実績率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を使用して貸倒見積高を算定しております。 

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

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



②たな卸資産の評価方法 

 たな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 

 定率法を採用している資産に関しては、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。 

   

 該当事項はありません。 

  

（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 2,366,138 2,518,650

受取手形及び売掛金 2,961,435 2,646,664

商品及び製品 804,070 701,969

仕掛品 31,934 24,672

原材料及び貯蔵品 362,954 379,197

その他 436,785 313,977

貸倒引当金 △24,246 △74,648

流動資産合計 6,939,071 6,510,484

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,795,135 1,851,088

土地 5,235,050 5,072,097

その他（純額） 1,166,567 597,051

有形固定資産合計 8,196,752 7,520,237

無形固定資産   

その他 148,755 158,850

無形固定資産合計 148,755 158,850

投資その他の資産 1,032,822 792,028

固定資産合計 9,378,331 8,471,115

資産合計 16,317,402 14,981,600

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,199,671 6,194,930

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 454,678 427,444

未払法人税等 42,161 137,037

引当金 16,065 55,639

その他 813,141 519,967

流動負債合計 7,555,717 7,365,019

固定負債   

社債 50,000 65,000

長期借入金 1,183,126 1,193,856

退職給付引当金 118,759 114,446

役員退職慰労引当金 428,534 449,543

環境対策引当金 21,276 －

その他 747,351 530,166

固定負債合計 2,549,047 2,353,012

負債合計 10,104,765 9,718,032



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,385 551,385

資本剰余金 458,616 458,616

利益剰余金 5,383,290 4,457,079

自己株式 △166,860 △166,860

株主資本合計 6,226,430 5,300,220

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,793 △36,651

繰延ヘッジ損益 － △0

評価・換算差額等合計 △13,793 △36,651

純資産合計 6,212,637 5,263,568

負債純資産合計 16,317,402 14,981,600



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 20,558,033 17,222,990

売上原価 18,036,764 14,826,652

売上総利益 2,521,268 2,396,337

販売費及び一般管理費 1,951,158 1,652,750

営業利益 570,110 743,586

営業外収益   

受取利息 1,063 248

受取配当金 11,891 4,703

仕入割引 26,045 21,929

保険解約返戻金 29,431 －

その他 32,682 61,017

営業外収益合計 101,114 87,899

営業外費用   

支払利息 13,036 15,112

その他 13,368 7,836

営業外費用合計 26,405 22,949

経常利益 644,819 808,536

特別利益   

投資有価証券売却益 9,924 11,917

完成工事補償引当金戻入額 1,620 470

貸倒引当金戻入額 1,137 14,649

その他 478 212

特別利益合計 13,161 27,250

特別損失   

固定資産除却損 － 7,837

投資有価証券評価損 201,256 －

環境対策引当金繰入額 － 21,276

その他 121,827 5,773

特別損失合計 323,083 34,886

税金等調整前四半期純利益 334,896 800,900

法人税、住民税及び事業税 265,543 115,135

法人税等調整額 30,263 △405,850

法人税等合計 295,806 △290,714

少数株主損失（△） △21,543 －

四半期純利益 60,633 1,091,615



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,955,096 5,737,907

売上原価 6,074,248 4,938,769

売上総利益 880,847 799,137

販売費及び一般管理費 624,606 553,898

営業利益 256,240 245,239

営業外収益   

受取利息 233 8

受取配当金 4,650 1,436

仕入割引 8,342 7,078

その他 4,985 20,242

営業外収益合計 18,212 28,766

営業外費用   

支払利息 3,806 5,362

その他 13,235 414

営業外費用合計 17,042 5,777

経常利益 257,411 268,227

特別利益   

投資有価証券売却益 － 312

完成工事補償引当金戻入額 430 110

貸倒引当金戻入額 224 2,455

その他 9 98

特別利益合計 664 2,977

特別損失   

固定資産除却損 － 7,800

投資有価証券評価損 61,155 －

その他 68,148 2,819

特別損失合計 129,304 10,619

税金等調整前四半期純利益 128,771 260,585

法人税、住民税及び事業税 81,387 △121,411

法人税等調整額 31,181 △364,778

法人税等合計 112,569 △486,189

少数株主損失（△） △13,658 －

四半期純利益 29,860 746,774



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 334,896 800,900

減価償却費 224,195 269,896

のれん償却額 17,595 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,924 △21,819

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,836 △39,918

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,413 4,312

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,252 △21,008

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,620 －

その他の引当金の増減額（△は減少） － 21,276

受取利息及び受取配当金 △12,955 △4,952

支払利息 13,036 15,112

為替差損益（△は益） － 7,799

有形固定資産売却損益（△は益） 272 △212

有形固定資産除却損 5,266 7,837

投資有価証券売却損益（△は益） 49,269 △9,318

投資有価証券評価損益（△は益） 201,256 －

関係会社整理損 34,795 －

売上債権の増減額（△は増加） 396,553 △344,087

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,372 △109,930

仕入債務の増減額（△は減少） 176,124 △184,537

その他 △62,086 115,283

小計 1,347,054 506,633

利息及び配当金の受取額 12,948 4,952

利息の支払額 △12,466 △14,809

法人税等の支払額 △446,314 △331,168

営業活動によるキャッシュ・フロー 901,221 165,606

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 △378 －

定期預金の払戻による収入 4,708 50,000

有形固定資産の取得による支出 △80,597 △609,784

有形固定資産の売却による収入 11,692 303,620

無形固定資産の取得による支出 △9,114 △15,880

投資有価証券の取得による支出 △61,116 △1,464

投資有価証券の売却による収入 161,759 140,536

建設協力金の支払による支出 △47,500 －

その他 △3,579 13,247

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,126 △119,727



（単位：千円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 95,000 －

短期借入金の返済による支出 △216,095 －

長期借入れによる収入 346,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △278,094 △483,496

社債の償還による支出 △15,000 △15,000

自己株式の取得による支出 △48,748 －

配当金の支払額 △168,240 △165,404

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △26,692

財務活動によるキャッシュ・フロー △285,178 △190,592

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △7,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 591,917 △152,511

現金及び現金同等物の期首残高 2,243,618 2,518,650

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,835,535 2,366,138



 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） 

  

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） 

  
 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分は、製品・商品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性を考慮して決定しております。 

２．各事業の主な品目（事業内容） 

住宅資材製造販売事業…在来木造住宅用プレカット製品及び２×４（ツーバイフォー）住宅用プレカット

製品の製造販売、建材、住宅設備機器、木材等の一般建築業者への販売等を行っ

ております。 

住宅施工事業……………プレカット製品の一般建築業者への施工販売、在来木造住宅の一般ユーザーから

の請負及び増改築を行っております。 

その他事業………………店舗等の不動産賃貸を行っております。 

  

 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〕

  
住宅資材製
造販売事業 
（千円） 

住宅施工事
業（千円） 

その他事業
（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  19,503,272  1,015,014  39,747  20,558,033  －  20,558,033

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 540,025  36,282  －  576,308  (576,308)  －

計  20,043,297  1,051,297  39,747  21,134,342  (576,308)  20,558,033

営業利益  911,857  35,523  26,928  974,309  (404,198)  570,110

  
住宅資材製
造販売事業 
（千円） 

住宅施工事
業（千円） 

その他事業
（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  16,482,406  678,452  62,131  17,222,990  －  17,222,990

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 352,568  11,160  －  363,729  (363,729)  －

計  16,834,975  689,612  62,131  17,586,719  (363,729)  17,222,990

営業利益  1,060,651  38,608  44,174  1,143,434  (399,847)  743,586

〔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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