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1.  平成22年11月期第2四半期の連結業績（平成21年11月21日～平成22年5月20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11月期第2四半期 18,179 △3.7 68 64.2 103 0.7 25 54.4
21年11月期第2四半期 18,871 ― 41 ― 103 ― 16 ―

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11月期第2四半期 2.69 ―

21年11月期第2四半期 1.74 ―

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11月期第2四半期 16,227 8,290 51.1 878.26
21年11月期 16,896 8,313 49.2 880.36

（参考） 自己資本   22年11月期第2四半期  8,290百万円 21年11月期  8,313百万円

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11月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

22年11月期 ― 0.00

22年11月期 
（予想）

― 5.00 5.00

3.  平成22年11月期の連結業績予想（平成21年11月21日～平成22年11月20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  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

通期 37,500 1.0 150 29.1 200 △3.5 60 106.7 6.35
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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、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） 

（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。 

(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、当社が現在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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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11月期第2四半期 10,011,841株 21年11月期  10,011,841株

② 期末自己株式数 22年11月期第2四半期  571,762株 21年11月期  568,869株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第2四半期  9,442,058株 21年11月期第2四半期  9,445,344株
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当第２四半期におけるわが国経済は、アジアを中心とした海外経済の改善により、輸出及び生産

は増加基調となり、企業収益につきましては改善傾向で推移いたしました。また、個人消費につき

ましては、雇用環境には厳しさが残るものの、各種経済対策の効果により耐久消費財を中心に持ち

直しの動きがみられ、国内景気は緩やかながら回復傾向で推移いたしました。 

 当住宅関連業界におきましては、住宅ローン金利優遇策などの支援策や、在庫及び価格の調整が

進んだことにより、当社グループの主要マーケットである持家及び分譲一戸建の新設住宅着工戸数

は、前年比では増加基調となりましたが、依然として低水準にて推移し、市場環境は厳しい状況が

続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは新規取引先の開拓、重点商品（オリジナル商品、施工付

販売、住宅設備機器）の販売強化、経営資源の活用と経営効率の向上を最重点課題として取組み、

収益の改善に努めてまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は181億79百万円（前年同期は188億71百万円）、

営業利益は68百万円（前年同期は41百万円）、経常利益は１億３百万円（前年同期は１億３百万

円）、四半期純利益は、25百万円（前年同期は16百万円）となりました。 

  

品目別売上高の状況 

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記商品販売金額にはオリジナル商品販売実績1,191,874千円(前年同期販売実績1,359,092千円)が含まれ

ております。 

オリジナル商品・・・1978年にプライベートブランド商品として、開発・販売を開始した商品でありま

す。主な商品は、海外の提携工場にて生産された無垢フローリング等や国内外の提携工場にて生産された

総合建材商品であります。 

３ 重点商品の「施工付販売」と記載しております品目は、上記の記載の施工付販売と完成工事高を合わせた

ものであります。  

施工付販売・・・仕入メーカーの責任施工により行っている工事  

完成工事高・・・当社の手配による下請工事業者により行っている工事 

  

・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

区分

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年11月21日 （自 平成21年11月21日

  至 平成21年５月20日）  至 平成22年５月20日）

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

商品

木質建材 2,645,845 14.0 2,605,333 14.3

非木質建材 931,048 4.9 1,010,810 5.6

合板 1,080,728 5.7 798,179 4.4

木材銘木製品 1,090,102 5.8 1,090,518 6.0

住宅設備機器 6,456,799 34.2 6,451,741 35.5

施工付販売 217,393 1.2 444,284 2.4

その他 780,280 4.2 969,064 5.3

小計 13,202,197 70.0 13,369,931 73.5

工事
完成工事高 5,669,222 30.0 4,809,697 26.5

小計 5,669,222 30.0 4,809,697 26.5

合計 18,871,420 100.0 18,179,629 100.0
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（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べて６億69百万円減少し、

162億27百万円となりました。これは主に流動資産における受取手形及び売掛金５億11百万円の減少

によるものです。 

  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて６億47百万円減少し、

79億36百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金７億15百万円の減少によるものです。  

  

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて22百万円減少し、82

億90百万円となりました。これは主に利益剰余金50百万円の減少によるものです。  

  

今後の見通しにつきましては、欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念、金融資本市場の変動や

デフレの影響などの不安材料が残るものの、海外経済の改善や各種景気対策の効果により国内景気

は持ち直し傾向が続くものと予想されます。当住宅関連業界におきましては、新設住宅着工戸数は

底堅く推移するものの、雇用・所得環境や景気の先行き不透明感などにより厳しい市場環境が続く

ものと予想されます。 

  なお、平成22年11月期の連結業績予想につきましては、平成22年３月23日発表の業績予想に修正

はありません。 

  今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

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
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該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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。 

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、又は、

一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用し

た将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用す

る方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

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に着手した工事契約から、当第２四

半期連結会計期間末までの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。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

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

① 簡便な会計処理

・ 棚卸資産の評価方法

・ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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

① 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 
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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２四半期 
連結会計期間末 

(平成22年５月20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11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,205,601 5,222,673

受取手形及び売掛金 6,691,499 7,203,396

有価証券 202,120 100,140

商品 492,573 563,243

未成工事支出金 183,778 362,251

その他 98,385 106,643

貸倒引当金 △53,141 △50,314

流動資産合計 12,820,817 13,508,033

固定資産   

有形固定資産 1,759,906 1,771,259

無形固定資産   

のれん 11,789 15,719

その他 57,944 39,113

無形固定資産合計 69,733 54,833

投資その他の資産   

その他 1,689,416 1,695,993

貸倒引当金 △112,775 △133,189

投資その他の資産合計 1,576,641 1,562,803

固定資産合計 3,406,281 3,388,896

資産合計 16,227,098 16,896,929

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,366,073 7,081,777

未払法人税等 97,764 27,183

その他 497,680 534,288

流動負債合計 6,961,518 7,643,249

固定負債   

役員退職慰労引当金 206,150 196,510

その他 768,583 743,981

固定負債合計 974,733 940,491

負債合計 7,936,251 8,583,741
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(単位：千円)

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成22年５月20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11月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,220,082 2,220,082

資本剰余金 2,851,384 2,851,384

利益剰余金 3,330,130 3,380,304

自己株式 △158,919 △158,253

株主資本合計 8,242,677 8,293,517

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48,320 20,615

繰延ヘッジ損益 △151 △944

評価・換算差額等合計 48,169 19,671

純資産合計 8,290,846 8,313,188

負債純資産合計 16,227,098 16,896,929
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(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11月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月21日 
 至 平成22年５月20日) 

売上高 18,871,420 18,179,629

売上原価 16,951,256 16,243,596

売上総利益 1,920,163 1,936,033

販売費及び一般管理費 1,878,330 1,867,335

営業利益 41,833 68,697

営業外収益   

受取利息 6,163 5,251

受取配当金 1,888 1,713

仕入割引 67,835 61,683

不動産賃貸料 29,368 28,799

その他 19,634 7,703

営業外収益合計 124,890 105,151

営業外費用   

売上割引 51,923 53,108

不動産賃貸原価 10,329 14,705

その他 1,373 2,255

営業外費用合計 63,626 70,069

経常利益 103,096 103,779

特別利益   

固定資産売却益 － 11,729

特別利益合計 － 11,729

特別損失   

投資有価証券評価損 10,225 －

特別損失合計 10,225 －

税金等調整前四半期純利益 92,871 115,508

法人税、住民税及び事業税 56,833 85,184

法人税等調整額 19,611 4,953

法人税等合計 76,444 90,138

四半期純利益 16,427 25,370
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年11月21日 至 平成22年５月20日） 

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11月21日 至 平成21年５月20日）及び当第２四半期連

結累計期間（自 平成21年11月21日 至 平成22年５月20日） 

  

同一セグメントに属する建材販売事業(施工付販売含む)を行っており、当該事業以外に事業の種類

がないため、該当事項はありません。 

  

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年11月21日 至 平成22年５月20日） 

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(5) 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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