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

23年3月期第3四半期 99,597 7.4 502 156.8 768 131.6 527 334.2
22年3月期第3四半期 92,732 ― 195 ― 331 ― 121 ―

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3四半期 44.29 ―

22年3月期第3四半期 10.20 ―

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3四半期 57,092 5,650 9.8 469.12
22年3月期 48,646 5,253 10.7 435.96

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  5,589百万円 22年3月期  5,194百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
23年3月期 ― 3.00 ―

23年3月期 
（予想）

3.00 6.00

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 128,000 4.3 600 59.9 880 30.0 670 3.5 56.23



(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  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 

（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当たっての注意事項等について
は、（添付資料）３ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」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3Q 11,971,350株 22年3月期  11,971,350株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  56,521株 22年3月期  56,436株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 11,914,834株 22年3月期3Q 11,915,483株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の発展による輸出の増加などに支えら

れ緩やかな回復基調となったものの、雇用情勢は依然として厳しく、円高傾向やデフレなどの不安要素

に下押しされ、先行きの不透明な状況での推移となりました。住宅関連業界においては、住宅エコポイ

ント制度や住宅投資に対する減税措置の拡大など政府の需要喚起策が功を奏し、新設住宅着工戸数には

持ち直しの動きがみられるものの、景気の不透明感や停滞する所得環境などから本格的な回復基調には

至っておりません。 

 このような環境の中で当社グループは、社会的なニーズが高い太陽光発電システムやオール電化関連

商品、また、管理された森林木を使用したFSC認証商品やPEFC認証商品などの環境配慮商品の拡販や新

しい販売ルートの開拓に努めたほか、「住まいるエコリフォームフェア」を全国各地において開催し、

リフォーム需要の掘り起しを図ってまいりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は

99,597百万円（前年同四半期比7.4％増）となりました。利益面は、増収に伴い、営業利益が502百万円

（前年同四半期比156.8％増）、経常利益が768百万円（前年同四半期比131.6％増）となりました。ま

た、固定資産売却益39百万円及び事業整理損失引当金戻入額64百万円を特別利益に計上した一方で、固

定資産除却損35百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額29百万円及び会員権評価損21百万円

を特別損失に計上したことなどにより、四半期純利益は527百万円（前年同四半期比334.2％増）となり

ました。 

セグメント別の業績といたしましては、以下のとおりであります。 

  

＜住宅資材販売事業＞ 

住宅資材販売事業は、主力市場である持家や分譲住宅の新設着工が回復基調での推移となり、分譲系

住宅会社への販売が増加したほか、政府の長期優良住宅促進政策や住宅エコポイント制度などの影響か

ら、急速に市場に浸透しつつある断熱性能や耐震性能に優れた付加価値の高い商品群を積極的に提案し

拡販に努めてまいりました。その結果、売上高は98,385百万円となりました。 

  

＜物流事業＞ 

物流事業は、当社グループ内からの配送受託に加え、その他既存の受託先に対する売上高が、安定的

に推移した結果、売上高は296百万円となりました。 

  

＜その他＞ 

当社グループは、上記のほかに建築請負業、マンションリフォーム業、情報システムの賃貸及び保険

代理店業などのセグメントがありますが、重要性が低いため、一括して「その他」として区分しており

ます。なお、「その他」の売上高は915百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等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
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① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比して8,445百万円増加の

57,092百万円となりました。これは主として、受取手形及び売掛金が10,004百万円増加した一方で、現

金及び預金が477百万円減少したことなどにより、流動資産が8,746百万円増加となったことによるもの

であります。 

 負債については、前連結会計年度末に比して8,048百万円増加の51,442百万円となりました。これは

主として、支払手形及び買掛金が4,809百万円及び短期借入金が3,250百万円それぞれ増加したことによ

るものであります。 

 純資産については、前連結会計年度末に比して396百万円増加の5,650百万円となり、自己資本比率は

前連結会計年度末に比して0.9ポイント減少の9.8％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四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）は、7,995百万円

となりました。 

 営業活動の結果、資金は3,567百万円の減少となりました。これは主として、税金等調整前四半期純

利益が785百万円あったほか、仕入債務の増加額が4,876百万円及び未収入金の減少額が810百万円あっ

た一方で、売上債権の増加額が10,573百万円あったことによるものであります。 

 投資活動の結果、資金は182百万円の増加となりました。これは主として、有形固定資産の売却によ

る収入が109百万円並びに敷金及び保証金の回収による収入が83百万円あったことによるものでありま

す。 

 財務活動の結果、資金は2,914百万円の増加となりました。これは主として、短期借入金の純増額が

3,250百万円、長期借入れによる収入が600百万円及び社債の発行による収入が296百万円あった一方

で、長期借入金の返済による支出が591百万円及び社債の償還による支出が540百万円あったことによる

ものであります。 

  

通期の業績予想につきましては、平成22年10月21日公表の業績予想に変更はございません。 

  

(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。 

  

該当事項はありません。 

  

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

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、経常利益が1百万円及び税金等調整前四

半期純利益が31百万円それぞれ減少しております。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38百万円であります。 

② 企業結合に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12

月26日)、「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)、「「研究

開発費等に係る会計基準」の一部改正」(企業会計基準第23号 平成20年12月26日)、「事業分離等に

関する会計基準」(企業会計基準第７号 平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会

計基準第16号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,005 8,483

受取手形及び売掛金 34,143 24,139

商品 1,786 1,884

未成工事支出金 497 289

その他 1,874 2,702

貸倒引当金 △1,242 △1,179

流動資産合計 45,065 36,318

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,333 1,423

土地 7,915 7,978

その他（純額） 125 131

有形固定資産合計 9,374 9,534

無形固定資産 183 241

投資その他の資産

投資有価証券 1,035 1,130

その他 2,748 2,600

貸倒引当金 △1,314 △1,178

投資その他の資産合計 2,469 2,552

固定資産合計 12,027 12,328

資産合計 57,092 48,646

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 39,792 34,983

短期借入金 4,150 900

1年内償還予定の社債 120 560

1年内返済予定の長期借入金 787 748

未払法人税等 77 124

賞与引当金 236 320

役員賞与引当金 21 1

事業整理損失引当金 － 130

その他 1,198 852

流動負債合計 46,383 38,620

固定負債

社債 420 220

長期借入金 3,120 3,150

役員退職慰労引当金 227 208

その他の引当金 48 44

その他 1,241 1,149

固定負債合計 5,058 4,773

負債合計 51,442 43,393
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 850 850

資本剰余金 294 294

利益剰余金 4,344 3,888

自己株式 △14 △14

株主資本合計 5,474 5,017

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 120 187

繰延ヘッジ損益 △5 △11

評価・換算差額等合計 115 176

少数株主持分 60 58

純資産合計 5,650 5,253

負債純資産合計 57,092 48,646
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 92,732 99,597

売上原価 84,688 90,851

売上総利益 8,044 8,745

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 1,055 1,125

貸倒引当金繰入額 140 388

給料 2,766 2,615

賞与引当金繰入額 106 231

役員賞与引当金繰入額 4 21

役員退職慰労引当金繰入額 20 19

退職給付費用 175 176

賃借料 716 660

減価償却費 173 175

その他 2,690 2,828

販売費及び一般管理費合計 7,849 8,243

営業利益 195 502

営業外収益

受取利息 21 14

受取配当金 20 19

仕入割引 244 274

不動産賃貸料 101 116

その他 103 135

営業外収益合計 491 560

営業外費用

支払利息 108 85

手形売却損 32 18

売上割引 176 166

その他 38 24

営業外費用合計 355 294

経常利益 331 768

特別利益

固定資産売却益 96 39

事業整理損失引当金戻入額 － 64

特別利益合計 96 103

特別損失

固定資産除却損 － 35

投資有価証券評価損 33 －

会員権評価損 － 21

のれん減損損失 28 －

事業整理損失引当金繰入額 90 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29

特別損失合計 151 86

税金等調整前四半期純利益 276 785

法人税、住民税及び事業税 88 86

法人税等調整額 57 168

法人税等合計 145 255

少数株主損益調整前四半期純利益 － 530

少数株主利益 9 2

四半期純利益 121 527
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 276 785

減価償却費 205 200

貸倒引当金の増減額（△は減少） 140 377

賞与引当金の増減額（△は減少） △107 △83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 19

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － △130

受取利息及び受取配当金 △42 △33

仕入割引 △244 △274

支払利息及び手形売却損 141 103

売上割引 176 166

有形固定資産売却損益（△は益） △96 △39

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29

売上債権の増減額（△は増加） △7,464 △10,573

たな卸資産の増減額（△は増加） △222 △137

未収入金の増減額（△は増加） 610 810

仕入債務の増減額（△は減少） 4,226 4,876

その他 704 502

小計 △1,704 △3,400

利息及び配当金の受取額 38 30

仕入割引の受取額 218 201

利息の支払額 △115 △85

手形売却に伴う支払額 △32 △18

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △81 △295

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,676 △3,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △73 △35

有形固定資産の売却による収入 223 109

無形固定資産の取得による支出 △12 △29

投資有価証券の取得による支出 △13 △11

投資有価証券の売却による収入 5 1

貸付けによる支出 － △10

貸付金の回収による収入 25 30

敷金及び保証金の差入による支出 △24 △9

敷金及び保証金の回収による収入 31 83

保険積立金の解約による収入 113 25

子会社株式の取得による支出 △88 －

その他 3 28

投資活動によるキャッシュ・フロー 189 182
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（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

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） △2,350 3,250

長期借入れによる収入 2,318 600

長期借入金の返済による支出 △1,839 △591

社債の発行による収入 197 296

社債の償還による支出 △1,700 △540

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 － △71

少数株主への配当金の支払額 △2 △0

その他 △21 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,397 2,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,884 △470

現金及び現金同等物の期首残高 11,656 8,466

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

4 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,777 7,995
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該当事項はありません。 

  

１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

 当社グループは、持株会社制度を採用し、当社がグループ全体の経営戦略策定等を行い、主に商品・

サービス別に設置された各事業会社が、それぞれの事業活動を行っております。 

 従って、当社グループは、各事業会社を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「住宅資材販売事業」及び「物流事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「住宅資材販売事業」は、主に合板、建材、住宅設備機器等の卸売をしております。「物流事業」

は、主に一般貨物の運送を行っております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高及び利益に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

(単位：百万円)  

 
(注) １ 「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、建築工事業、マンションリフォ

ーム業、情報システムの賃貸及び保険代理店業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△5百万円には、セグメント間取引消去17百万円、当社と報告セグメント等との内

部取引消去23百万円及び報告セグメントに帰属しない全社費用46百万円等が含まれております。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。 

  

３ 報告セグメントの変更等に関する事項 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額 
(注２）

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注３)

住宅資材 
販売

物流 計

売上高

 外部顧客への売上高 98,385 296 98,681 915 99,597 ― 99,597

 セグメント間の内部 
売上高又は振替高

109 294 404 23 427 △427 ―

計 98,494 590 99,085 939 100,024 △427 99,597

セグメント利益 471 29 500 6 507 △5 502

(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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