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１．平成２３年３月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日　～　平成22年6月30日）

（１）　連結経営成績（累計）

　　   　  　百万円 　％   　  　百万円　 ％   　  　百万円　 ％   　  　百万円　 ％

　23年3月期第1四半期   6,086    0.0    351　   2.3    335      4.3    132     4.3
　22年3月期第1四半期   6,084  △9.2    343    11.7    321      0.0    126   △3.3

潜在株式調整後

１株当たり

四半期純利益

　　     　円　　　　銭      　円　　　銭

　23年3月期第1四半期      8     92 　　－　　
　22年3月期第1四半期      8     55 　　－　　
　

（２）　連結財政状態
１株当たり
純 資 産

　　   　　　　 　百万円   　　　　百万円    　　　　　　％   　　　円　　　銭

　23年3月期第1四半期 17,379 7,185       36.0     421    82
16,704 7,138       37.3     419    55

（参考）自己資本　　23年3月期第１四半期  6,259 百万円　　　22年3月期  6,226 百万円

２．配当の状況

第１ 第2 第3
四半期末 四半期末 四半期末

　 　　　 　円 　銭 　　　 　円 　銭 　　 　　円 　銭 　　 　　円 　銭 　　　　円 　銭

 22年3月期 　　　－　 　　　－　 　　　－　       6   00       6   00
 23年3月期 　　　－　
 23年3月期(予想) 　　　－　 　　　－　       6   00
（注）当四半期における配当予想の修正有無 　：　　　有  ・  無

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

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

第２四半期（累計） 13,400     4.7   550   △24.3   530   △22.1   200   △23.2   13    48
通　 　　期 25,800     8.2   840   △23.1   780   △22.3   300   △18.7   20    22

（注）当四半期における業績予想の修正有無　：　　　 有　・　無
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（百万円未満切捨て）

合　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

１株当たり
四半期純利益

   6   00

（基準日）

総　資　産 純　資　産 自己資本比率

　22年3月期

年間配当金

期　末

　（％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）



 
４．その他（詳細は、【添付資料】Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。）

　(1) 当四半期中における重要な子会社の異動　　：　　有　・　無

　　　新規－社（社名　　　　　　　　　　　）　　除外－社（社名　　　　　　　　　　　　）
　　（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

　(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用　　　　有　・　無
　　（注）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の有無となります。

　(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　　①　会計基準等の改正に伴う変更　　： 有　・　無
　　②　①以外の変更　　　　　　　　　： 有　・　無
　　（注）「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の変更」に記載される四半期

　　　　　連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

　(4) 発行済株式数（普通株式）

　　①　期末発行済株式数　
　　　　　　（自己株式を含む）
　　②　期末自己株式 ２３年３月期１Ｑ    340,470 株 ２２年３月期    340,170 株
　　③　期中平均株式数
　　　　　　（四半期累計）

※　四半期レビュー手続の実施状況に関する説明

　　　この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外ですが、この四半
　　期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きを実施しておりま
　　す。

※　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、実際の業績は様々な要因により異なる結果と
　　なる可能性があります。業績予想のご利用に当っての注意事項等につきましては、四半期決算短信
　　（添付資料）３ペ－ジ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。

２３年３月期１Ｑ 14,839,659 株 ２２年３月期１Ｑ 14,841,484 株

２３年３月期１Ｑ 15,180,000 株 ２２年３月期 15,180,000 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報　

（１） 連結経営成績に関する定性的情報

　　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出関連企業を中心に業績が回復基調で推
　移する中、設備投資も下げ止まりつつあります。個人消費は耐久消費財の一部に政策効果が続い
　ておりますが、消費者の節約志向などから弱い動きとなっております。
　　このような状況における当社グループの業績は、卸売事業においては年間を通して減少傾向が
　続いていた新設住宅着工戸数が低い水準ではあるものの、前年を上回って推移しております。
　商品動向につきましては、住宅リフォームも含めた住宅市場が回復傾向であることと原材料価格
　の上昇基調などによる販売店の購買動向の高まりがありました。
　　小売事業においては、景気回復の遅れに伴う消費マインドの低下により苦戦が続いており、ま
　た、春先の低温の影響により、グリーンを中心とした外回り関連商材の動きが少なかったことが
　売上の減少に繋がってきております。経費面においては、３店舗目の大型ホームセンターである
　帯広店の開設準備に係る経費の発生もありました。
　　これらの結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高６０億８６百万円（前年同
　期比０．０％増）、営業利益３億５１百万円（前年同期比２．３％増）、経常利益３億３５百万
　円（前年同期比４．３％増）、四半期純利益１億３２百万円（前年同期比４．３％増）となりま
　した。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

 　 （卸売事業）

　　　　新設住宅着工戸数が昨年と比べて回復基調で推移する中、今期に入ってからの長期優良住
　　　宅関連法や住宅エコポイントなどの住宅政策の施行や、鉄鋼関連原材料の値上げ情報による
　　　販売店の先行買いなどがあった結果、売上高２４億８３百万円（前年同期比７．３％増）、
　　　営業利益１億８５百万円（同２７．０％増）となりました。

　　（小売事業）

　　　　景気の本格的回復が見られない中、春先の天候不順の影響による来店客数の伸び悩みによ
　　　る売上の低迷や新店舗である帯広店の開設準備に係る経費の発生があった結果、売上高３３
　　　億９５百万円（前年同期比５．４％減）、営業利益１億５５百万円（同２５．９％減）とな
　　　りました。

　　（不動産事業）

　　　　賃貸資産の運用により、売上高９０百万円（前年同期比２５．５％増）、営業利益４９百
　　　万円（同８．０％減）となりました。

　　（足場レンタル事業）

　　　　新設住宅着工戸数が、低調であった前年に比べてやや回復基調で推移していることなどの
　　　影響により、当四半期においては、保有する資産をフル稼働させられたことにより、売上高
　　　１億１７百万円（前年同期比９．３％増）、営業利益２２百万円（同１０．８％減）となり
　　　ました。
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（２） 連結財政状態に関する定性的情報

　　①　資産・負債及び純資産の状況
　　　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、売上債権の増加などにより１７３億７９
　　百万円となり、前連結会計年度末比６億７４百万円の増加となりました。
　　　負債合計は１０１億９３百万円で、前連結会計年度末と比較して６億２８百万円増加してお

　　　　ります。これは主に、仕入債務が１０億３５百万円増加したことによるものであります。
　　　純資産は、７１億８５百万円で、前連結会計年度末比４６百万円増加し、１株当りの純資産
　　は４２１円８２銭となり、前連結会計年度末と比較して２円２７銭増加しております。
　　なお、自己資本比率は３６．０％となっており、前連結会計年度末と比較して１．３ポイント
　　減少しております。

　　②　連結キャッシュ・フローの状況　
　　　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末
　　残高は、前連結会計年度末に比べ５億円減少の１６億９９百万円となりました。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　　　　営業活動の結果による資金の増加は、６４百万円となりました。これは主に、売上債権
　　　及びたな卸資産が増加した一方で、仕入債務も増加したことによるものであります。
　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　　　　投資活動の結果による資金の減少は、２１百万円となりました。これは主に、有形固定
　　　資産の取得に伴う支出があったことによるものであります。
　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　　　　財務活動の結果による資金の減少は、５億４４百万円となりました。これは主に、長期
　　　借入金の返済によるものであります。

（３） 連結業績予想に関する定性的情報

　　現時点において、平成２２年５月１２日付「平成２２年３月期決算短信」において発表して
　おります連結業績予想に変更はありません。
　　当社グループの今後の状況を勘案し、当該連結業績予想に修正がある場合には速やかに開示
　してまいります。

２．その他の情報

（１） 重要な子会社の異動の概要

　　該当事項はありません。

（２） 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

　 　　①一般債権の貸倒見積高の算定方法
　　　当第１四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、前連結会計年度において算定した貸倒実績率の合理的な基
　　準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

　　②棚卸資産の評価方法
　　　当第１四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出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。
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（３） 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

　　（資産除去債務に関する会計基準の適用）
　　　　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第
　　　18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計
　　　基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。
　　　　これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ3,329千円、税金等調整前四半期純利益
　　　は、103,813千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の
　　　変動額は211,341千円であります。

　　（表示方法の変更）
　　　　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく
　　　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成
　　　21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株
　　　主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,704,114 2,204,851

受取手形及び売掛金 2,113,517 1,406,881

商品 2,445,105 2,012,228

販売用不動産 258,640 281,282

その他 267,944 296,965

貸倒引当金 △20,268 △13,943

流動資産合計 6,769,053 6,188,265

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,815,519 4,773,718

土地 2,567,299 2,567,299

その他（純額） 1,975,191 1,961,332

有形固定資産合計 9,358,010 9,302,350

無形固定資産 11,280 11,466

投資その他の資産   

その他 1,315,982 1,276,360

貸倒引当金 △75,276 △74,069

投資その他の資産合計 1,240,705 1,202,290

固定資産合計 10,609,997 10,516,108

資産合計 17,379,051 16,704,373

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,481,221 1,446,183

短期借入金 1,843,669 1,858,668

未払法人税等 135,628 353,745

賞与引当金 102,536 84,305

その他 525,315 504,293

流動負債合計 5,088,370 4,247,195

固定負債   

長期借入金 3,526,083 3,959,082

退職給付引当金 269,612 277,034

役員退職慰労引当金 363,562 363,562

資産除去債務 212,408 －

その他 733,917 718,836

固定負債合計 5,105,582 5,318,515

負債合計 10,193,953 9,565,710
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 793,350 793,350

資本剰余金 834,500 834,500

利益剰余金 4,694,669 4,651,404

自己株式 △130,783 △130,694

株主資本合計 6,191,735 6,148,559

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,430 921

繰延ヘッジ損益 △15,429 △16,209

土地再評価差額金 92,790 92,790

評価・換算差額等合計 67,930 77,503

少数株主持分 925,432 912,600

純資産合計 7,185,097 7,138,663

負債純資産合計 17,379,051 16,704,373
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,084,140 6,086,960

売上原価 4,601,544 4,581,339

売上総利益 1,482,595 1,505,621

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 453,296 455,179

賞与引当金繰入額 56,190 55,231

退職給付費用 10,244 9,262

貸倒引当金繰入額 2,846 7,866

その他 616,524 626,650

販売費及び一般管理費合計 1,139,102 1,154,188

営業利益 343,493 351,432

営業外収益   

受取利息 296 288

仕入割引 15,314 16,734

その他 9,272 9,535

営業外収益合計 24,884 26,557

営業外費用   

支払利息 33,011 25,150

売上割引 8,753 10,786

デリバティブ評価損 4,418 6,133

その他 778 665

営業外費用合計 46,963 42,735

経常利益 321,414 335,254

特別損失   

固定資産除売却損 601 2,088

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 100,484

リース解約損 5,166 －

特別損失合計 5,768 102,572

税金等調整前四半期純利益 315,645 232,682

法人税、住民税及び事業税 104,017 130,082

法人税等調整額 30,377 △42,488

法人税等合計 134,394 87,593

少数株主損益調整前四半期純利益 － 145,088

少数株主利益 54,370 12,784

四半期純利益 126,880 132,304
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 315,645 232,682

減価償却費 102,462 100,349

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,962 △7,422

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,190 18,231

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,846 7,532

受取利息及び受取配当金 △296 △2,048

支払利息 33,011 25,150

デリバティブ評価損益（△は益） 4,418 6,133

有形固定資産除売却損益（△は益） 461 2,088

リース解約損 5,166 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 100,484

売上債権の増減額（△は増加） △568,380 △706,636

たな卸資産の増減額（△は増加） △155,656 △410,235

仕入債務の増減額（△は減少） 976,409 1,035,038

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,528 △32,587

その他 87,964 78,482

小計 814,807 447,242

利息及び配当金の受取額 296 2,047

利息の支払額 △34,403 △45,887

法人税等の支払額 △84,219 △338,745

営業活動によるキャッシュ・フロー 696,479 64,657

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 △106 △101

有形固定資産の取得による支出 △1,916 △20,876

有形固定資産の売却による収入 24,828 －

投資有価証券の取得による支出 △358 △300

貸付金の回収による収入 391 225

出資金の払込による支出 △235 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,603 △21,052

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） △280,000 10,000

長期借入金の返済による支出 △387,763 △457,998

自己株式の取得による支出 △96 △89

配当金の支払額 △89,049 △89,038

リース債務の返済による支出 △4,359 △7,318

財務活動によるキャッシュ・フロー △761,268 △544,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,184 △500,839

現金及び現金同等物の期首残高 1,167,671 2,200,292

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,125,486 1,699,453
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(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１四半期連結累計期間（自平成21年4月1日　至平成21年6月30日）        （単位：千円）

卸売事業 小売事業 不動産事業 その他 計
消去

連　　結
又は全社

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 2,313,788 3,590,554 72,265 107,533 6,084,140 　　　－ 6,084,140

(2)セグメント間の内部売上高
172,872 1,678 7,227 － 181,777 (181,777) －

　　又は振替高

　　計 2,486,660 3,592,232 79,492 107,533 6,265,917 (181,777) 6,084,140

営業利益 146,112 209,327 53,873 25,033 434,345 ( 90,852) 343,493

　（注）１．事業区分の方法
　　　　　　商品及び市場の類似性を考慮して事業区分を行っております。
　　　　２．各区分に属する主要な商品

事　業　区　分 主　要　商　品

卸売事業
住宅金物、住宅資材、住宅機器、エクステリア、
機械工具、仮設資材、ビル用サッシ　等

小売事業
ホームセンター

ＤＩＹ用品、家庭用品、ペット用品、レジャー用品、
建築資材、園芸用品、インテリア、農業用資材　等

建築資材専門店 電動工具、建築金物、大工道具、塗料　等
不動産事業 マンション分譲、不動産賃貸及び販売
その他 足場レンタル　等

　（所在地別セグメント情報）
　　前第１四半期連結累計期間（自平成21年4月1日　至平成21年6月30日）

　　　本邦以外の国又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）
　　前第１四半期連結累計期間（自平成21年4月1日　至平成21年6月30日）

　　　海外売上高がないため該当事項はありません。
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「セグメント情報」

　１．報告セグメントの概要
　　　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、
　　取締役会が、経営資源の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と
　　なっているものであります。
　　　当社は、商品・サービス別に関東以北での包括的な戦略を立案し、事業活動を基礎とし
　　た商品・サービス別のセグメントから構成されており、「卸売事業」、「小売事業」、「
　　不動産事業」及び「足場レンタル事業」の４つを報告セグメントとしております。
　　　「卸売事業」は、住宅用資材及びビル用資材等の販売を行っております。「小売事業」は
　　建築資材、ＤＩＹ用品、日用雑貨等の販売を行うホームセンター及び建築資材専門店を運
　　営しております。「不動産事業」は、不動産の賃貸及び販売を行っております。「足場レ
　　ンタル事業」は、建築足場のレンタルを行っております。

　２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
　　　 当第１四半期連結累計期間（自平成22年4月1日　至平成22年6月30日）

　　　（単位：千円）

卸売事業 小売事業 不動産事業
足場レンタル

合計
事業

売上高

　　外部顧客への売上高 2,483,206 3,395,547 90,688 117,519 6,086,960

　　セグメント間の内部売上高
154,556 1,270 7,227 － 163,053

　　又は振替高

　　計 2,637,762 3,396,817 97,915 117,519 6,250,013

セグメント利益 185,515 155,068 49,537 22,325 412,444

　３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額
　　　及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　   　　（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  412,444

セグメント間取引消去  △1,391

全社費用（注） △59,620

四半期連結損益計算書の営業利益  351,432

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　　該当事項はありません。

　（のれんの金額の重要な変動）

　　　該当事項はありません。

　（重要な負ののれん発生益）

　　　該当事項はありません。

（追加情報）

　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会

計基準第17号　平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。

(６) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　　該当事項はありません。
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