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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 20,652 8.2 1,029 △8.5 983 △8.1 433 3.9
22年3月期第3四半期 19,095 △8.2 1,124 24.1 1,069 27.6 417 △13.6

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 29.23 ―
22年3月期第3四半期 28.12 ―

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 19,754 7,551 33.2 442.42
22年3月期 16,704 7,138 37.3 419.55

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  6,565百万円 22年3月期  6,226百万円

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
6.00 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 25,800 8.2 930 △14.9 860 △14.3 360 △2.4 24.26



(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ますが、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 
 本資料に記載し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ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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） 23年3月期3Q 15,180,000株 22年3月期  15,180,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  340,470株 22年3月期  340,170株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 14,839,573株 22年3月期3Q  14,841,089株



【添付資料】
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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

　　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長や政府の経済対策等によ
　り穏やかな景気回復基調で推移しているものの、新卒も含めた雇用情勢は依然として厳しい状況
　が続いており、先行き不透明な経済状況となっております。
　　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住宅エコポイントなどの
　住宅政策や税制面での優遇措置などの効果により低水準ではありますが住宅着工戸数が前年同期
　と比較して増加をしてきております。営業動向につきましては、工務店をターゲットとした徹底
　的な川下戦略による工事物件の掘り起こし営業が業績の向上へ繋がってきております。
　　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す
　が、７月に帯広にオープンした３店舗目となる大型ホームセンターを含めた接客レベルの向上や、
　各店舗売場のリニューアル、また３年目となるサンタ館への来場者の増加など常にお客様に支持
　される売場造りを進めております。
　　これらの結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高２０６億５２百万円（前年
　同期比８．２％増）、営業利益１０億２９百万円（前年同期比８．５％減）、経常利益９億８３
　百万円（前年同期比８．１％減）、四半期純利益４億３３百万円（前年同期比３．９％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前期と比べて回復基調で推移する中、今期に入ってからの各種の住宅
　　　政策の施行や、各営業地域の特性に合わせた重点戦略商品の選定を行い、販売促進活動を強
　　　化してきた結果、売上高８１億９百万円、営業利益６億９７百万円となりました。

　　（小売事業）

　　　　景気の本格的回復が見られない中、新設店である帯広店の早期オープンはありましたが、
　　　春先の天候不順による来店客数の伸び悩みや、秋口の残暑による既存店の売上が低迷したこ
　　　となどの影響により、売上高１１９億２２百万円、営業利益３億６４百万円となりました。

　　（不動産事業）

　　　　賃貸資産の運用により、売上高２億５８百万円、営業利益１億５１百万円となりました。

　　（足場レンタル事業）

　　　　新設住宅着工戸数が、低調であった前期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、売上高は順調に推移してきておりますが、業容拡大を目的としての足場資材の
　　　新規追加購入と既存資材の更新を進めてきた結果、売上高３億６２百万円、営業利益４５百
　　　万円となりました。
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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３四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１９７億５４
　　百万円となり、前連結会計年度末比３０億４９百万円の増加となりました。
　　　負債合計は、仕入債務が９億７７百万円増加したこと及び長期借入金が８億６７百万円増加

　　　　したことなどにより１２２億２百万円となり、前連結会計年度末と比較して２６億３６百万円
　　増加となっております。
　　　純資産は、７５億５１百万円で、前連結会計年度末比４億１２百万円増加し、１株当りの純
　　資産は４４２円４２銭となり、前連結会計年度末と比較して２２円８７銭増加しております。
　　なお、自己資本比率は３３．２％となっており、前連結会計年度末と比較して４．１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。）の期末
　　残高は、前連結会計年度末に比べ４億４５百万円増加して２６億４６百万円となりました。

　　（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、６億５０百万円となりました。これは主に、仕入債
　　　務が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、１２億３１百万円となりました。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増加は、１０億２７百万円となりました。これは主に、長期
　　　借入金１６億円の発生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１１月５日付「業績予想の修正に関するお知らせ」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３四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、前連結会計年度末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３四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、第２四半
　　期連結会計期間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。

 (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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　　（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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ12,601千円、
　　　税金等調整前四半期純利益は、113,085千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３四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 2,652,059 2,204,851

受取手形及び売掛金 2,050,356 1,406,881

商品 2,710,982 2,012,228

販売用不動産 232,760 281,282

その他 320,836 296,965

貸倒引当金 △19,684 △13,943

流動資産合計 7,947,309 6,188,265

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,867,736 4,773,718

土地 2,567,299 2,567,299

その他（純額） 2,085,018 1,961,332

有形固定資産合計 10,520,054 9,302,350

無形固定資産 10,934 11,466

投資その他の資産   

その他 1,346,849 1,276,360

貸倒引当金 △71,026 △74,069

投資その他の資産合計 1,275,822 1,202,290

固定資産合計 11,806,811 10,516,108

資産合計 19,754,121 16,704,373

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,423,628 1,446,183

短期借入金 2,141,996 1,858,668

未払法人税等 289,379 353,745

賞与引当金 93,273 84,305

その他 699,513 504,293

流動負債合計 5,647,791 4,247,195

固定負債   

長期借入金 4,826,918 3,959,082

退職給付引当金 280,636 277,034

役員退職慰労引当金 363,562 363,562

資産除去債務 214,542 －

その他 869,213 718,836

固定負債合計 6,554,872 5,318,515

負債合計 12,202,664 9,565,710
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（単位：千円）

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 793,350 793,350

資本剰余金 834,500 834,500

利益剰余金 4,996,078 4,651,404

自己株式 △130,783 △130,694

株主資本合計 6,493,144 6,148,559

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,154 921

繰延ヘッジ損益 △14,509 △16,209

土地再評価差額金 92,790 92,790

評価・換算差額等合計 72,126 77,503

少数株主持分 986,185 912,600

純資産合計 7,551,456 7,138,663

負債純資産合計 19,754,121 16,704,373
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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：千円）

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 19,095,095 20,652,254

売上原価 14,583,511 15,704,341

売上総利益 4,511,584 4,947,912

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 1,427,381 1,591,213

賞与引当金繰入額 89,982 93,273

退職給付費用 21,399 35,174

貸倒引当金繰入額 2,356 9,042

その他 1,845,603 2,189,572

販売費及び一般管理費合計 3,386,722 3,918,276

営業利益 1,124,861 1,029,636

営業外収益   

受取利息 612 537

仕入割引 53,286 58,528

その他 31,665 39,540

営業外収益合計 85,564 98,606

営業外費用   

支払利息 88,066 81,549

売上割引 35,498 42,111

デリバティブ評価損 14,586 14,483

その他 2,796 6,743

営業外費用合計 140,948 144,887

経常利益 1,069,477 983,355

特別損失   

固定資産除売却損 4,765 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 9,931 102,572

税金等調整前四半期純利益 1,059,546 880,783

法人税、住民税及び事業税 446,913 458,652

法人税等調整額 33,818 △85,103

法人税等合計 480,731 373,548

少数株主損益調整前四半期純利益 － 507,234

少数株主利益 161,449 73,521

四半期純利益 417,365 433,713
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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 1,059,546 880,783

減価償却費 307,036 369,534

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,209 3,601

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,197 8,968

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,038 2,699

受取利息及び受取配当金 △3,993 △4,194

支払利息 88,066 81,549

デリバティブ評価損益（△は益） 14,586 14,483

固定資産除売却損益（△は益） 4,765 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） △486,385 △643,475

たな卸資産の増減額（△は増加） 167,420 △650,231

仕入債務の増減額（△は減少） 824,466 977,445

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,030 11,553

その他 △19,260 85,682

小計 1,980,393 1,240,972

利息及び配当金の受取額 3,992 4,194

利息の支払額 △88,967 △77,300

法人税等の支払額 △138,851 △517,391

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,756,567 650,474

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 △1,245

有形固定資産の取得による支出 △24,094 △1,226,640

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 △1,511 △1,537

貸付けによる支出 － △3,080

貸付金の回収による収入 1,112 785

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 △4 △1,231,719

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） △200,000 350,000

長期借入れによる収入 － 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △937,056 △798,836

自己株式の取得による支出 △516 △89

配当金の支払額 △89,049 △88,984

リース債務の返済による支出 △13,099 △34,884

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,239,721 1,027,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 516,841 445,961

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 1,684,513 2,646,254
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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）

消去

又は全社

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 7,463,896 11,079,385 222,415 329,399 19,095,095 　　　－ 19,095,095

(2)セグメント間の内部売上高

　　又は振替高

　　計 7,952,717 11,084,553 244,096 329,399 19,610,765 (515,670) 19,095,095

営業利益 567,062 586,063 154,625 55,422 1,363,172 (238,311) 1,124,861

　（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

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

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

その他の事業 足場レンタル　等

　（所在地別セグメント情報）
　　　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）

　　　　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）

　　　　海外売上高がないため該当事項はありません。

小売事業
ホームセンター

－

事業区分 主要商品

卸売事業

488,821 (515,670)5,168 21,681 － 515,670

       （単位：千円）

卸売事業 小売事業 不動産事業 その他の事業 計 連　　結
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「セグメント情報」

　１．報告セグメントの概要
　　　 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）

　　　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：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 8,109,427 11,922,652 258,099 362,076 20,652,254

　　セグメント間の内部売上高
575,000 8,824 19,181 － 603,005

　　又は振替高

　　計 8,684,427 11,931,476 277,280 362,076 21,255,259

セグメント利益 697,725 364,651 151,836 45,257 1,259,470

　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）
　　　 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：千円）

利益 金額

報告セグメント計  1,259,470

セグメント間取引消去    △8,767

全社費用（注）  △221,066

四半期連結損益計算書の営業利益  1,029,636

（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

　　　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。

(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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