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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 3,786 △34.9 △3 ― △21 ― △156 ―
21年3月期第3四半期 5,813 ― △0 ― △5 ― △1 ―

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 △428.27 ―
21年3月期第3四半期 △3.52 ―

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3四半期 6,046 1,666 27.4 4,553.82
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3四半期  1,659百万円 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 5,000 △31.4 20 5.8 △3 ― △150 ― △411.60



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3四半期 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3四半期  35,661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3四半期 364,432株 21年3月期第3四半期 364,455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 4,600 △25.9 40  168.1 20   14.9 △140    － △384   16 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ：有 

 



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３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日）の当社グループを取り巻く環境は、新設住

宅着工戸数の前年同期比29.9％の減少、持家着工戸数の前年同期比10.5％の減少の影響を受け、木材・建材事業の売

上高は前年同期間比32.9％の大幅減少となっており、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。不動産事業は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

マンション販売が引き続き苦戦を強いられており、前年同期の好調の反動もあり、この部門でも減収となっておりま

す。 

 また、名古屋市港区における物流倉庫（賃貸物件）の取壊し、生産部・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の募集による退職金割増等の措置により、特別損失を計上しております。一方、確定拠出

年金法の施行に伴って適格退職年金制度を廃止し、中小企業退職金共済制度へ移行したことに伴う特別利益を計上し

ております。 

 一方で、今期上半期に実施しました生産部・原木部門の閉鎖、それに伴う人員削減等、経費面においては大幅に減

少しており、営業改革に伴う粗利率向上とともに効果も現れておりますが、大幅な収益改善には至っておりません。

 この結果、当社グループの第３四半期連結累計期間の売上高は3,786百万円（前年同期比2,026百万円減、34.9％

減）営業損失３百万円（前年同期は営業損失０百万円）、経常損失21百万円（前年同期は経常損失５百万円）、四半

期純損失は156百万円（前年同期は四半期純損失１百万円）となりました。 

   

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

 当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31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527百万円減

少しました。同様の理由に伴い仕入も減少していることから、仕入債務も前連結会計年度末に比較して388百万円減

少しております。また仕入の減少及び生産部・原木部門を閉鎖した影響などから、前連結会計年度末に比較してたな

卸資産が368百万円減少しております。有形固定資産では、当第１四半期連結累計期間に物流倉庫（名古屋市港区）

の撤去の実施及び償却の進行に伴い、前連結会計年度末に比較して181百万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281百万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147百万円増加し、有利子負債としては133百万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に比較して1.5ポイント改善し、27.4％となりました。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

 当社グループにおきましては、これまでに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を継続して行い、収益力強化を図っていく所存であります。しかしなが

ら新設住宅着工戸数は依然として低調な推移を辿っており、特にマンションや戸建分譲を手掛ける業者の冷え込みが

大きく、当社の木材・建材事業もマンション・戸建分譲を扱う業者への納材が大きく後退している状況であります。

 一方で不動産事業では引き続き安定的な賃料収入を確保しておりますが、連結子会社におけるマンション分譲では

厳しい環境がまだしばらくは続くものと考えております。 

 以上のような状況を勘案して、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5,000百万円、営業

利益20百万円、経常損失３百万円、当期純損失150百万円を見込んでおります。 

  



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）

 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 718,607 678,305

受取手形及び売掛金 913,494 1,440,627

商品及び製品 651,410 945,996

仕掛品 19,146 77,881

原材料 4,914 20,200

その他 43,634 45,524

貸倒引当金 △9,920 △17,585

流動資産合計 2,341,289 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） 592,424 773,757

有形固定資産合計 3,154,035 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 465,746 455,766

その他 127,779 147,479

貸倒引当金 △43,499 △47,788

投資その他の資産合計 550,027 555,457

固定資産合計 3,705,548 3,892,327

資産合計 6,046,837 7,083,278

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 923,524 1,312,126

短期借入金 1,110,500 1,392,000

1年内返済予定の長期借入金 501,368 647,244

未払法人税等 1,515 12,012

賞与引当金 5,000 6,000

その他 76,709 310,311

流動負債合計 2,618,618 3,679,694

固定負債   

長期借入金 931,459 637,916

繰延税金負債 576,467 659,343

退職給付引当金 72,165 176,741

役員退職慰労引当金 8,070 8,070

受入保証金 162,797 62,562

その他 10,920 14,203

固定負債合計 1,761,879 1,558,837

負債合計 4,380,497 5,238,532



（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 200,000 200,000

資本剰余金 6,567 6,567

利益剰余金 1,456,005 1,619,371

自己株式 △107,587 △107,422

株主資本合計 1,554,985 1,718,516

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 104,148 115,377

評価・換算差額等合計 104,148 115,377

少数株主持分 7,206 10,852

純資産合計 1,666,340 1,844,746

負債純資産合計 6,046,837 7,083,278



（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 5,813,044 3,786,433

売上原価 5,065,601 3,210,041

売上総利益 747,442 576,392

販売費及び一般管理費 748,252 580,235

営業損失（△） △809 △3,842

営業外収益   

受取利息 219 221

受取配当金 12,677 9,374

仕入割引 19,321 13,052

その他 11,943 7,827

営業外収益合計 44,161 30,475

営業外費用   

支払利息 38,640 40,374

売上割引 9,098 6,706

その他 1,052 763

営業外費用合計 48,791 47,844

経常損失（△） △5,439 △21,210

特別利益   

固定資産処分益 627 49

投資有価証券売却益 8 －

貸倒引当金戻入額 4,404 7,950

賞与引当金戻入額 13,982 －

退職給付引当金戻入額 － 93,398

特別利益合計 19,022 101,398

特別損失   

固定資産処分損 2 213,765

投資有価証券売却損 13 －

たな卸資産評価損 － 112,759

事業構造改善費用 － 10,961

その他 － 389

特別損失合計 15 337,875

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（△）

13,567 △257,688

法人税、住民税及び事業税 2,023 1,835

法人税等還付税額 － △669

法人税等調整額 10,229 △99,131

法人税等合計 12,253 △97,965

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,595 △3,645

四半期純損失（△） △1,281 △156,076



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 13,567 △257,688

減価償却費 49,759 38,385

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 △1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,626 △104,576

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41,396 △11,954

受取利息及び受取配当金 △12,897 △9,595

支払利息 38,640 40,374

固定資産処分損益（△は益） △625 213,715

投資有価証券売却損益（△は益） 5 －

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） △5,494 527,132

たな卸資産の増減額（△は増加） △155,884 255,847

仕入債務の増減額（△は減少） 154,877 △388,601

預り保証金の増減額（△は減少） △41,910 △123,985

その他 △119,719 23,925

小計 △142,703 325,701

利息及び配当金の受取額 12,630 9,296

利息の支払額 △37,187 △40,025

法人税等の支払額 △1,231 △15,504

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 △168,492 280,958

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 △30,000 △30,000

定期預金の払戻による収入 30,000 30,000

有形固定資産の取得による支出 △5,122 －

有形固定資産の売却による収入 800 577

投資有価証券の取得による支出 △6,908 △25,332

投資有価証券の売却による収入 159 －

その他 － △71,329

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,071 △96,084

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） 512,500 △281,500

長期借入れによる収入 800,000 724,000

長期借入金の返済による支出 △521,364 △576,333

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 △165

配当金の支払額 － △7,289

その他 － △3,283

財務活動によるキャッシュ・フロー 291,122 △144,571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 111,558 40,302

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 722,514 688,607



 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） 

  
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  5,107,144  754,103  5,861,247    (48,203) 5,813,044

 営業利益又は営業損失（△）  △46,838  162,571  115,732  (116,541) △809

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） 

  
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  3,423,410  386,595  3,810,005    (23,571) 3,786,433

 営業利益又は営業損失（△）  11,746  106,056  117,802  (121,645) △3,842

〔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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