
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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 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） 

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

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  5,792  0.1  147  △47.6  174  △41.6  107  △42.2

22年３月期第１四半期  5,785  △12.8  281  88.2  298  35.2  186  135.0

  
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 

23年３月期第１四半期  3  25  －      

22年３月期第１四半期  5  63  －      

  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 

23年３月期第１四半期  16,470  6,202  37.7  187  50

22年３月期  16,275  6,275  38.6  189  70

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 6,202百万円 22年３月期 6,275百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        0 00 －      5 00  5  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      5 00  5  00

  （％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）

  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）  11,806  2.8  453  △9.0  465  △13.9  244  △29.1  7  39

通期  24,000  5.8  950  10.4  1,000  7.0  500  △56.2  15  11



４．その他（詳細は、［添付資料]３ページ「２．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 ： 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 

（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 

②  ①以外の変更               ： 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等の変更」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） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しておりません。 

  

※  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。業績予想に関する

事項は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 34,161,000株 22年３月期 34,161,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,080,139株 22年３月期 1,080,101株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 33,080,886株 22年３月期１Ｑ 33,080,899株
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（1）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の住宅業界は、新設住宅着工戸数が19万５千戸（前年同期比1.1％減）、このうち当

社グループが関連する在来木造住宅の着工戸数は８万４千戸（前年同期比3.4％増）となり、住宅取得促進のため

の住宅エコポイント制度や優遇税制等の政策の実施があるものの、依然として低水準で推移いたしました。 

 このような状況のなか、昨年度開設の新規３市場の早期軌道化と新たなエリアにおける直需木材市場の開設に

よる商圏の拡大及びプレカット製品の受注活動に注力いたしました。 

 当社の当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高57億92百万円（前年同期比0.1％増）、営業利益１億47百万

円（同47.6％減）、経常利益１億74百万円（同41.6％減）、四半期純利益１億７百万円（同42.2％減）となり、

ほぼ予想通りに推移しております。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（住宅資材製造販売事業） 

 住宅資材製造販売事業においては、会員制直需木材市場の島田木材市場（静岡県島田市）を平成22年６月に開

設し、販売網の拡大を図るとともに、昨年度開設した八千代木材市場（千葉県八千代市）、横浜町田インター木

材市場（東京都町田市）並びに仙台泉インター木材市場（宮城県黒川郡）の軌道化のため、新規顧客獲得に努

め、直需木材市場の会員数は、6,468件（前年同期比325件増）となりました。 

 また、平成21年５月の厚木プレカット工場（神奈川県厚木市）の稼動並びに同年11月のグループ主力工場であ

る那須プレカット工場（栃木県大田原市）の機械設備更新をふまえ、製販一体でのプレカット製品受注活動に注

力、その結果、売上高は56億13百万円（前年同期比1.4％増）となりました。 

 利益面については、主要原材料であります製材品の急激な価格上昇と設備投資による製造コスト増加が重な

り、セグメント利益は２億58百万円（同35.2％減）となりました。 

（住宅施工事業） 

 住宅施工事業においては、建築現場におけるプレカット製品等の住宅資材の施工販売及び新築住宅の請負に注

力しておりますが、市場低迷等の影響もあり、売上高は１億59百万円（前年同期比30.5％減）、セグメント利益

は11百万円（同32.7％減）となりました。 

（その他事業） 

 その他事業においては、店舗等の不動産を賃貸しており、売上高は19百万円（前年同期比0.5％減）、セグメン

ト利益は13百万円（前年同期比1.4％減）となりました。 

（2）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により、164億70百万円

（前期末比１億95百万円増）となりました。 

 負債は、支払手形及び買掛金の増加等により、102億68百万円（前期末比２億67百万円増）となりました。 

 純資産は、利益剰余金の増加及びその他有価証券評価差額金の減少等により、62億２百万円となり、その結

果、自己資本比率は37.7％（前期末比0.9ポイント減）となりました。 

 キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

 当第１四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24億４百万円（前年同期比５億13百

万円増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益１億47百万円、仕入債務の増加６億57

百万円等を反映した結果、87百万円（前年同期比４億34百万円増）の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 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による支出２億80百万円、有形固定資産の売

却による収入３億71百万円等を反映した結果、79百万円（前年同期比75百万円増）の収入となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い１億65百万円、長期借入金による収入３億円、長期借

入金の返済による支出１億１百万円等を反映した結果、９百万円（前年同期比２億74百万円増）の支出となりま

した。 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月12日公表の業績予想に変更はございません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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 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、収益率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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  ・会計処理基準に関する事項の変更 

   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、営業利益が760千円、経常利益が902千円、税金等調整前四半期純利益が21,325千円減少しておりま

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18,284千円であります。 

（４）継続企業の前提に関する重要事項等の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報



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 2,404,684 2,255,008

受取手形及び売掛金 3,293,726 2,946,485

商品及び製品 856,338 772,264

仕掛品 21,229 28,151

原材料及び貯蔵品 479,992 328,435

その他 607,584 850,435

貸倒引当金 △39,317 △37,102

流動資産合計 7,624,238 7,143,678

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,801,084 1,800,942

土地 5,115,350 5,115,350

その他（純額） 1,067,656 1,115,133

有形固定資産合計 7,984,091 8,031,425

無形固定資産 137,000 140,161

投資その他の資産 725,614 960,643

固定資産合計 8,846,707 9,132,230

資産合計 16,470,945 16,275,909

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,433,288 5,819,069

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 483,622 428,528

未払法人税等 25,113 68,888

引当金 19,259 60,892

その他 862,631 894,701

流動負債合計 7,853,914 7,302,080

固定負債   

社債 35,000 35,000

長期借入金 1,210,526 1,067,394

退職給付引当金 121,782 117,699

役員退職慰労引当金 21,659 432,235

環境対策引当金 21,276 21,276

資産除去債務 18,284 －

その他 985,693 1,024,796

固定負債合計 2,414,221 2,698,402

負債合計 10,268,136 10,000,482



（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 551,385 551,385

資本剰余金 458,616 458,616

利益剰余金 5,374,583 5,432,350

自己株式 △166,865 △166,860

株主資本合計 6,217,719 6,275,490

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,910 △63

評価・換算差額等合計 △14,910 △63

純資産合計 6,202,808 6,275,426

負債純資産合計 16,470,945 16,275,909



（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 5,785,719 5,792,807

売上原価 4,948,853 5,047,895

売上総利益 836,866 744,912

販売費及び一般管理費 555,487 597,542

営業利益 281,379 147,370

営業外収益   

受取利息 199 9

受取配当金 3,175 2,075

その他 20,952 36,760

営業外収益合計 24,327 38,844

営業外費用   

支払利息 4,753 4,514

その他 2,821 7,691

営業外費用合計 7,575 12,205

経常利益 298,131 174,009

特別利益   

投資有価証券売却益 2,495 －

完成工事補償引当金戻入額 － 20

貸倒引当金戻入額 11,134 1,049

その他 280 1,309

特別利益合計 13,910 2,378

特別損失   

役員退職慰労金 － 8,117

環境対策引当金繰入額 21,276 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,423

特別損失合計 21,276 28,540

税金等調整前四半期純利益 290,765 147,847

法人税、住民税及び事業税 113,630 25,497

法人税等調整額 △9,014 14,712

法人税等合計 104,615 40,209

少数株主損益調整前四半期純利益 － 107,638

四半期純利益 186,149 107,638



（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 290,765 147,847

減価償却費 78,560 106,351

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,850 2,297

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,453 △41,742

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,161 4,082

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,700 △410,576

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 130 △20

その他の引当金の増減額（△は減少） 21,276 18,284

受取利息及び受取配当金 △3,375 △2,084

支払利息 4,753 4,514

有形固定資産売却損益（△は益） △49 －

投資有価証券売却損益（△は益） △2,495 －

売上債権の増減額（△は増加） △411,564 △347,093

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,373 △182,177

仕入債務の増減額（△は減少） △246,408 657,083

その他 192,619 203,811

小計 △209,602 160,579

利息及び配当金の受取額 3,375 2,084

利息の支払額 △4,113 △4,372

法人税等の支払額 △136,350 △70,489

営業活動によるキャッシュ・フロー △346,690 87,802

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △146,566 △280,517

有形固定資産の売却による収入 18,160 371,640

無形固定資産の取得による支出 △2,380 △11,750

投資有価証券の取得による支出 △450 △450

投資有価証券の売却による収入 84,521 80

貸付金の回収による収入 82 203

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,366 79,206

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △42,457

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △118,336 △101,774

自己株式の取得による支出 － △4

配当金の支払額 △165,404 △165,404

財務活動によるキャッシュ・フロー △283,740 △9,640

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △7,691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △627,064 149,675

現金及び現金同等物の期首残高 2,518,650 2,255,008

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,891,585 2,404,684



 該当事項はありません。 

   

〔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） 

  

〔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

源の配分の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、グループ会社の営業部門を統括する事業本部を置き、住宅資材製造販売事業を中心に事業活動を展開

しております。なお、「住宅資材製造販売事業」及び「住宅施工事業」を報告セグメントとしております。 

 「住宅資材製造販売事業」は、木造住宅用プレカット製品の製造販売、建材・住宅設備機器・木材等の販売等

を行っております。「住宅施工事業」は、在来木造住宅の一般ユーザーからの請負及び増改築等を行っておりま

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） 

 （注） 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸不動産事業等を含んで

おります。 

３．報告セグメントの利益また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） 

 （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）継続企業の前提に関する注記

（５）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  5,535,759  229,983  19,977  5,785,719  －  5,785,719

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 106,534  846  －  107,381  (107,381)  －

計  5,642,293  230,830  19,977  5,893,101  (107,381)  5,785,719

営業利益  399,333  17,257  14,119  430,710  (149,330)  281,379

  

報告セグメント
その他（千円） 

（注） 
合計（千円）住宅資材

製造販売事業
（千円） 

住宅施工事業
（千円） 

計（千円）

売上高           

外部顧客への売上高  5,613,098  159,822  5,772,921  19,886  5,792,807

セグメント間の内部売上高又
は振替高  36,512  341  36,854  －  36,854

計  5,649,611  160,164  5,809,775  19,886  5,829,662

セグメント利益  258,598  11,614  270,212  13,928  284,141

利益 金額（千円）   

報告セグメント計  270,212

「その他」の区分の利益  13,928

セグメント間取引消去  △36,854

全社費用（注）  △99,916

四半期連結損益計算書の営業利益  147,370



４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報  

 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。 

   

 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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