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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 2,575 △3.4 42 ― 36 ― 30 ―
22年3月期第2四半期 2,665 △32.1 △11 ― △23 ― △212 ―

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2四半期 83.50 ―
22年3月期第2四半期 △583.34 ―

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2四半期 5,764 1,667 28.9 4,577.05
22年3月期 5,945 1,693 28.5 4,649.77

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,667百万円 22年3月期  1,693百万円

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  
 

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 ― ― ― 20.00 20.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想） ― 25.00 25.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 5,200 4.6 100 281.6 85 958.2 55 ― 150.99



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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 

（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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続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 
本資料に掲載されている業績見通しなど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、
実際の業績などは様々な要因により大きく異なり可能性があります。 

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 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） 23年3月期2Q 400,000株 22年3月期  400,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  35,782株 22年3月期  35,733株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 364,245株 22年3月期2Q 364,453株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日）における日本の経済情勢は、政府の景気

刺激策によって一時的な回復をみせてはいるものの、急激な円高の進行や減税措置の期限満了など不安要素が影を

ひそめており、依然予断を許さない状況であります。 

 当社グループの状況としましては、国内における新設住宅着工戸数の増加によって微弱ながら販売量が回復して

まいりましたが、競合各社とのし烈な価格競争によって商品の売価が下がり、売上高としては住宅着工戸数の増加

分に比べると鈍い動きを見せています。一方昨年から取り組んでいる取引先への提案営業や配送コストのさらなる

見直しによって利益を残せる体質への転換が図れました。 

 不動産賃貸に関しては継続して安定した収益を残しておりますが、分譲事業に関しては新規物件の着手が遅れた

ため売上を増やすことはできませんでした。 

 この結果、当社グループの当第２四半期連結会計期間の売上高は2,575百万円（前年同期比90百万円減、3.4％

減）、経常利益36百万円（前年同期は経常損失23百万円）、四半期純利益は30百万円（前年同期は四半期純損失

212百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日現在）の当社グループの財政状態は、昨年より続いている売上

高の低迷はあるものの、前連結会計年度末に比較して売上債権が27百万円増加しました。仕入に関しましては、メ

ーカー直送の販売が好調だったことと合板商品の欠品対策で在庫を増やしたことによって、仕入債務は前連結会計

年度末に比較して42百万円増加しました。一方たな卸資産は、不動産部門の戸建物件及び土地の売却と子会社の三

重ナゴヤホームズの在庫物件の売却が進んだことで、前連結会計年度末に比較して175百万円減少しました。 

 有形固定資産につきましては大きな物件の増減はなく、前連結会計年度末に比較して１百万円の増加となりまし

た。投資有価証券につきましては、株価低迷のあおりを受けた銘柄が多くあり前連結会計年度末に比べて77百万円

減少しました。借入債務につきましては、長期借入金は増加しましたが短期借入金が大きく減少したため、前連結

会計年度末に比べて203百万円減少しました。これらを統合して現金及び預金の合計は、前連結会計年度末に比較

して41百万円増加しております。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比較して0.4ポイント増加し28.9％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 日本経済を取り巻く経済環境は、一時的な景気刺激策で基幹産業は回復の兆しが見えたかに思われるものの、減

税や補助金の支給期間満了や為替相場の円高進行によって一層厳しい状況に追い込まれることが予想されます。住

宅産業におきましても８月期の新設住宅着工件数は昨年比20％以上の伸びを示しているものの、依然としてマンシ

ョン物件の受注は回復しておらず、今後も大幅な回復は見込めないのが現状であります。 

 このような状況の下、当社グループでは営業力強化を図るべく人材育成を積極的に行い、更に顧客別の売上管理

を強化してお客さまから信頼される営業活動を進めてまいりました。仕入商品の質を上げるべく市場動向に注意し

つつ新規仕入先の開拓なども進め、営業利益を確保しつつお客様に今まで以上のお取引が出来るように努めてまい

りました。 

 平成23年３月期通期の業績予想につきましては、引き続き木材・建材部門の国産材商品拡充とリフォーム事業展

開、そして平成22年11月オープン予定の小売事業木材コンビニ部門の新設によって新たに工務店・大工などの建築

業者に情報発信とお値打ちな商品を提供して販売窓口を増やしてまいります。また子会社の三重ナゴヤホームズに

おいては新規分譲住宅の建設を行っており、年度内販売を目指して拡販に努めてまいります。利益につきましては

上記施策による販売粗利のさらなる改善とともに借入金の圧縮を図りつつ経費の細部を見直していくことで営業利

益、経常利益の確保に努め増益の予想であります。 

 当期における１株当たり株主配当金につきましては、現時点では増収増益の予想を立てており、当第２四半期連

結会計期間の状況も考慮して前年度の配当金より５円増配して25円とさせていただく予定であります。 

 今後とも株主の皆様のご期待に添うべくさらなる収益向上に努めていく所存であります。 

  

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 

 (簡便な会計処理) 

 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ついては、連結会計年度に係る減価償却費の額を案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。  

 (特有の会計処理) 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 (会計基準などの改正に伴う変更)  

  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。 

 これによる影響はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 577,347 535,709

受取手形及び売掛金 1,003,870 976,257

商品及び製品 414,920 600,893

仕掛品 39,237 28,718

原材料 4,944 5,053

その他 57,205 69,733

貸倒引当金 △4,700 △12,627

流動資産合計 2,092,825 2,203,738

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,561,610 2,561,610

その他（純額） 580,142 578,383

有形固定資産合計 3,141,753 3,139,993

無形固定資産 1,485 1,485

投資その他の資産   

投資有価証券 429,968 507,541

その他 136,006 130,841

貸倒引当金 △37,907 △38,303

投資その他の資産合計 528,067 600,078

固定資産合計 3,671,306 3,741,558

資産合計 5,764,132 5,945,296

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,041,267 998,469

短期借入金 480,000 898,500

1年内返済予定の長期借入金 633,688 492,988

未払法人税等 2,419 2,034

賞与引当金 14,000 10,000

その他 118,856 100,271

流動負債合計 2,290,231 2,502,265

固定負債   

長期借入金 965,273 890,997

繰延税金負債 613,439 618,297

退職給付引当金 79,901 74,326

役員退職慰労引当金 7,150 7,150

受入保証金 128,392 148,677

その他 12,698 9,825

固定負債合計 1,806,854 1,749,274

負債合計 4,097,086 4,251,539



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 200,000 200,000

資本剰余金 6,567 6,567

利益剰余金 1,486,976 1,463,848

自己株式 △107,729 △107,673

株主資本合計 1,585,814 1,562,741

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 81,230 131,015

評価・換算差額等合計 81,230 131,015

純資産合計 1,667,045 1,693,757

負債純資産合計 5,764,132 5,945,296



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,665,315 2,575,125

売上原価 2,282,442 2,143,703

売上総利益 382,873 431,421

販売費及び一般管理費 394,355 388,620

営業利益又は営業損失（△） △11,482 42,800

営業外収益   

受取利息 28 117

受取配当金 6,195 7,095

仕入割引 9,384 7,638

その他 5,210 6,321

営業外収益合計 20,818 21,174

営業外費用   

支払利息 27,669 22,713

売上割引 4,808 4,416

その他 428 472

営業外費用合計 32,906 27,602

経常利益又は経常損失（△） △23,570 36,372

特別利益   

固定資産処分益 49 －

貸倒引当金戻入額 5,803 8,323

退職給付引当金戻入額 2,841 －

特別利益合計 8,695 8,323

特別損失   

固定資産処分損 209,191 94

たな卸資産評価損 112,759 －

事業構造改善費用 10,961 －

特別損失合計 332,911 94

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（△）

△347,786 44,600

法人税、住民税及び事業税 1,010 1,241

法人税等還付税額 △669 －

法人税等調整額 △132,960 12,945

法人税等合計 △132,619 14,186

少数株主損益調整前四半期純利益 － 30,413

少数株主損失（△） △2,568 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △212,598 30,413



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△347,786 44,600

減価償却費 25,671 22,559

賞与引当金の増減額（△は減少） － 3,999

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,809 5,574

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,807 △8,323

受取利息及び受取配当金 △6,224 △7,213

支払利息 27,669 22,713

固定資産処分損益（△は益） 209,141 94

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） 375,331 △27,612

たな卸資産の増減額（△は増加） 182,546 175,563

仕入債務の増減額（△は減少） △311,287 42,798

預り保証金の増減額（△は減少） △124,240 △5,220

その他 29,545 15,738

小計 160,471 285,273

利息及び配当金の受取額 6,080 7,049

利息の支払額 △27,947 △22,631

法人税等の支払額 △11,308 △1,282

法人税等の還付額 1,489 5,710

営業活動によるキャッシュ・フロー 128,785 274,119

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 △10,000 △10,000

定期預金の払戻による収入 10,000 10,000

投資有価証券の取得による支出 △25,002 △658

有形固定資産の取得による支出 － △18,769

有形固定資産の売却による収入 577 －

その他 △67,979 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,404 △19,427

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） △204,500 △418,500

長期借入れによる収入 624,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △449,422 △285,024

自己株式の取得による支出 △49 △55

配当金の支払額 △7,289 △7,285

その他 △2,189 △2,189

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,449 △213,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,068 41,637

現金及び現金同等物の期首残高 648,305 505,709

現金及び現金同等物の四半期末残高 645,236 547,347



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）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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