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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 209,497 8.6 2,277 83.5 1,493 155.7 1,377 ―

22年3月期第3四半期 192,994 △10.4 1,240 △3.2 583 17.0 △162 ―

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 46.82 ―

22年3月期第3四半期 △5.51 ―

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 168,125 18,700 10.9 628.98
22年3月期 146,417 17,722 11.9 587.89

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  18,308百万円 22年3月期  17,351百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
23年3月期 ― 2.50 ―

23年3月期 
（予想）

3.50 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  有  
 

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 278,000 8.8 2,900 49.8 1,900 96.2 1,600 654.7 54.16



(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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）Ｐ．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．３「その他の情報」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  29,540,016株 22年3月期  29,540,016株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  431,456株 22年3月期  25,564株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  29,417,689株 22年3月期3Q  29,515,165株
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（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、年度当初から緩やかな回復基調が継続したものの、円高の進

展による輸出の鈍化や経済対策効果の一巡などから夏場以降回復テンポが鈍化いたしました。 

住宅業界におきましては、当第３四半期連結累計期間の新設住宅着工戸数は626千戸（前年同期比6.4％増）、当

社グループが主力とする持ち家着工戸数も241千戸（同8.2％増）と前年同期を上回るなど、住宅エコポイント制度

や金利優遇策などの政策効果もあり、低水準ながらも徐々に回復の動きが鮮明になりつつあります。 

このような状況の中で当社グループは、合板を始めとする建材全般の拡販と粗利率向上に努めるとともに、グル

ープ企業の再編や与信管理の強化等に注力いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、連結売上高は前年同期比165億３百万円増の2,094億97百

万円（前年同期比8.6％増）、連結営業利益は前年同期比10億36百万円増の22億77百万円（同83.5％増）、連結経

常利益は前年同期比９億９百万円増の14億93百万円（同155.7％増）となりました。 

移転予定の営業所用地売却等が実現したことから固定資産売却益４億73百万円を特別利益に計上する一方で、投

資有価証券評価損47百万円（株価の回復により第２四半期連結累計期間の３億円から大きく減少いたしまし

た。）、固定資産除却損70百万円、グループ企業整理損失93百万円、展示場撤退損58百万円等、特別損失も３億12

百万円発生いたしましたが、特別損益は１億63百万円の利益となりました。 

一方、グループ企業の整理・統合等に伴う貸倒引当金の無税化５億43百万円等の要因により、税金等調整前四半

期純利益が前年同期比12億88万円増加したにもかかわらず、税金費用は２億72百万円減少いたしました。 

これらの結果、連結四半期純利益は前年同期比15億40百万円増の13億77百万円（前年同期は１億62百万円の損

失）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。 

① 総合建材卸売事業 

当社グループの主力取扱商品であります合板につきましては、住宅着工の持ち直しによる需要の増加や輸入量の

減少、国内メーカーの値上げ等により市況が回復基調にあり、前年同期比増収増益となりました。 

合板二次製品、建材、住宅機器の住設建材群につきましても、需要の持ち直し等から徐々に明るさが増しており

ます。 

この結果、当事業の売上高は2,009億50百万円（前年同期比8.8％増）、営業利益は17億７百万円（同67.3％増）

となりました。 

② 合板製造・木材加工事業 

合板製造・木材加工事業につきましては、販売価格の上昇によるＬＶＬの採算性改善、減価償却負担の減少とい

った要因に加えて、木構造非住宅建築関連需要の増加等もあり、収益性が改善いたしました。 

この結果、当事業の売上高は40億３百万円（前年同期比2.4％減）、営業利益１億30百万円（前年同期は１億45

百万円の損失）となりました。 

③ その他 

その他には、建材小売店の経営指導を中心にフランチャイズ事業を展開している株式会社ハウス・デポ・ジャパ

ンのほか、物流関係の子会社等７社、建築請負業の子会社３社、及び純粋持株会社でありますＪＫホールディング

ス株式会社の一部事業を区分しております。 

株式会社ハウス・デポ・ジャパンは、加盟店が284社と前連結会計年度末比14社増加いたしました。 

建築請負業の子会社につきましては、10月１日付で株式会社アースホームビルドをブルース・ジャパン株式会社

に統合したことにより、前年度末比１社減少し３社となりました。受注の増加とコスト削減により採算は改善基調

にありますが、なお連結収益の大きなマイナス要因になっております。このため住宅展示場の一部閉鎖等を含む大

幅な合理化に着手するなど、採算改善に向けた取り組みを早急に行ってまいります。 

一方、ＪＫホールディングス株式会社は、不動産賃貸収入等の安定収入があり、経費削減も進んだことから、安

定した利益を確保いたしました。 

この結果、当事業の売上高は45億42百万円（前年同期比8.4％増）、営業利益３億１百万円（同58.4％増）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



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は1,681億25百万円となり、前連結会計年度末に比べて217億８百万

円増加いたしました。その主な要因は売上高の増加と当第３四半期連結会計期間の末日が銀行休業日であること等

によるものであります。内訳としましては、受取手形及び売掛金153億62百万円、現金及び預金60億41百万円の増

加などから、流動資産が232億２百万円増加いたしました。固定資産は、不動産の売却等により有形固定資産が10

億85百万円、のれん等の無形固定資産が１億53百万円、投資その他の資産が２億55百万円それぞれ減少し、14億93

百万円減少いたしました。 

負債は1,494億24百万円となり、前連結会計年度末に比べて207億30百万円増加いたしました。内訳としまして

は、支払手形及び買掛金201億45百万円、短期借入金13億38百万円の増加を中心に流動負債が211億57百万円増加い

たしました。固定負債は長期借入金３億４百万円の減少等により４億26百万円減少いたしました。 

純資産は187億円となり、前連結会計年度末に比べて９億77百万円増加いたしました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

① 連結業績予想の修正  

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、新設住宅着工戸数の持ち直しの動きが一段と鮮明になり、合

板市況も総じて堅調に推移したことから、大半のグループ企業の業績が大幅に好転し、当第３四半期連結会計期間

の連結売上高は予想対比9.8％の増収となりました。これに伴い営業利益、経常利益とも予想を大幅に上回りまし

た。 

上記要因に加えまして、株価の回復により第２四半期に特別損失として計上した投資有価証券評価損が減少した

ことから、四半期純利益は予想を更に上回りました。 

第４四半期につきましては、新設住宅着工戸数は引き続き底入れの動きが継続するものと見込まれるほか、公共

建造物等非住宅部門での木質系建築資材活用の動きが強まるなど、引き続き経営環境の改善が期待されます。 

以上のような状況を踏まえて、第３四半期までの実績と第４四半期の業績見通しの見直しを行い、平成22年11月

８日に公表しました通期連結業績予想を上方修正いたします。 

（平成23年３月期連結業績予想）  

  

② 配当予想の修正 

当社は、企業体質の強化と、今後の事業拡大に必要な内部留保の充実を図るとともに、株主各位への安定かつ継

続的な利益還元を経営の 重要課題の一つとして位置づけております。 

この方針の下、収益の状況や経済金融情勢、今後の事業展開等を総合的に勘案した上で株式分割や記念増配、自

己株式の取得等の株主還元策を実施してまいりました。今後も、業績に対応した安定配当の継続を基本としつつ、

株主還元の充実に努めてまいります。 

期末配当につきましては、通期連結業績予想の修正等を踏まえ、従来予想の１株当たり２円50銭から１円増額し

て３円50銭に修正いたします。これにより、年間配当は１株当たり６円（うち中間配当２円50銭）となる予定であ

ります。 

  

（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。 

  

  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

前回発表予想（Ａ）   268,000 2,600 1,600   1,100 37.24

今回修正予想（Ｂ）  278,000 2,900 1,900  1,600 54.16

増減額（Ｂ－Ａ）  10,000   300 300  500 －

増減率（％） 3.7％ 11.5％ 18.8％ 45.5％ －

平成22年３月期実績  255,553 1,935 968  212  7.18

２．その他の情報



② 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 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税金控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する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 

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、経常利益はそれぞれ０百万円、税金等調整前四半期純利益は10百万円減少しており

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２百万円であります。 

  

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。 

  



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 20,805 14,763

受取手形及び売掛金 81,680 66,318

有価証券 112 112

商品及び製品 8,310 6,858

仕掛品 144 109

原材料及び貯蔵品 724 521

未成工事支出金 1,628 1,545

その他 2,737 2,579

貸倒引当金 △716 △585

流動資産合計 115,427 92,224

固定資産   

有形固定資産   

土地 33,163 33,609

その他（純額） 11,574 12,213

有形固定資産合計 44,737 45,823

無形固定資産   

のれん 336 413

その他 621 697

無形固定資産合計 957 1,111

投資その他の資産   

投資有価証券 2,521 2,651

その他 6,433 6,292

貸倒引当金 △1,952 △1,686

投資その他の資産合計 7,002 7,258

固定資産合計 52,698 54,192

資産合計 168,125 146,417

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 95,254 75,108

短期借入金 18,740 17,401

1年内返済予定の長期借入金 8,212 8,029

1年内償還予定の社債 10 20

未払法人税等 155 484

賞与引当金 407 494

役員賞与引当金 3 6

その他 3,451 3,532

流動負債合計 126,235 105,078



（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) 

固定負債   

社債 － 10

長期借入金 15,353 15,657

退職給付引当金 2,288 2,291

役員退職慰労引当金 497 474

債務保証損失引当金 156 156

その他 4,894 5,026

固定負債合計 23,189 23,616

負債合計 149,424 128,694

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,600 2,600

資本剰余金 6,117 6,117

利益剰余金 10,530 8,980

自己株式 △166 △17

株主資本合計 19,080 17,680

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △176 △106

繰延ヘッジ損益 △39 15

土地再評価差額金 △556 △238

評価・換算差額等合計 △772 △329

少数株主持分 392 371

純資産合計 18,700 17,722

負債純資産合計 168,125 146,417



（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 192,994 209,497

売上原価 176,428 191,346

売上総利益 16,566 18,151

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 6,019 6,194

役員賞与引当金繰入額 4 3

賞与引当金繰入額 234 390

運賃 2,081 2,135

減価償却費 674 618

役員退職慰労引当金繰入額 34 40

退職給付引当金繰入額 169 151

貸倒引当金繰入額 157 399

その他 5,948 5,937

販売費及び一般管理費合計 15,325 15,873

営業利益 1,240 2,277

営業外収益   

受取利息 32 36

受取配当金 37 42

仕入割引 212 194

不動産賃貸料 210 209

その他 141 152

営業外収益合計 634 635

営業外費用   

支払利息 608 572

売上割引 395 427

持分法による投資損失 181 306

その他 104 112

営業外費用合計 1,290 1,419

経常利益 583 1,493

特別利益   

固定資産売却益 7 473

関係会社株式売却益 14 －

役員賞与引当金取崩額 1 3

補助金収入 33 －

その他 2 －

特別利益合計 59 476



（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) 

特別損失   

固定資産売却損 12 0

固定資産除却損 － 70

役員退職慰労金 － 3

減損損失 8 17

関係会社株式売却損 78 0

関係会社株式評価損 37 4

投資有価証券評価損 44 47

関係会社清算損 － 93

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10

その他 93 64

特別損失合計 275 312

税金等調整前四半期純利益 368 1,657

法人税、住民税及び事業税 356 417

法人税等調整額 165 △167

法人税等合計 522 249

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,407

少数株主利益 8 29

四半期純利益又は四半期純損失（△） △162 1,377



（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 368 1,657

減価償却費 1,094 987

減損損失 8 17

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10

のれん償却額 133 97

受取利息及び受取配当金 △70 △79

支払利息 608 572

持分法による投資損益（△は益） 181 306

売上債権の増減額（△は増加） △3,779 △15,363

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,583 △1,753

仕入債務の増減額（△は減少） 7,820 19,859

その他 68 546

小計 8,017 6,859

利息及び配当金の受取額 73 80

利息の支払額 △612 △565

法人税等の支払額 △377 △807

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,100 5,566

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △232 △109

有価証券の売却による収入 110 109

有価証券の償還による収入 128 －

関係会社株式の売却による収入 68 1

関係会社株式の取得による支出 － △66

固定資産の取得による支出 △2,028 △569

固定資産の売却による収入 94 1,112

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

175 85

その他 △23 △154

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,707 408

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） 3,787 1,233

長期借入れによる収入 5,470 7,120

長期借入金の返済による支出 △6,811 △7,634

社債の償還による支出 △210 △20

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △141 △156

配当金の支払額 △144 △147

少数株主への配当金の支払額 △7 △9

その他 △0 △149

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,942 236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,335 6,211

現金及び現金同等物の期首残高 11,795 14,253

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 1 －

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 25 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,156 20,465



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） 

（単位：百万円）

（注）１．事業区分の方法 

当連結グループの事業区分は、建築資材を商社及びメーカー等から仕入販売している卸売販売事業と合板

を製造販売、木材を加工販売している事業及びその他の事業に区分しております。 

２．各事業区分の主要商品及び製品 

   

〔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は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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
総合建材卸
売事業 

合板製造・
木材加工事
業 

その他の事
業 

計
消去又は全
社 

連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  184,701  4,102  4,190  192,994  －  192,994

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高  1,824  2,769  3,663  8,257 (8,257)  －

計  186,525  6,872  7,853  201,251 (8,257)  192,994

営業利益又は営業損失（△）  1,020  △145  190  1,064  175  1,240

事業区分 売上区分 主要商品及び製品

総合建材卸売事業 

合板 ラワン合板、針葉樹合板、雑木合板等 

合板二次製品 木質内装材、化粧合板、床材、天井材、外装材等木質系建材 

建材 
石膏ボード、パーチクルボード、ハードボード、サイディング、断熱

材、床材、壁面材、天井材等非木質系建材 

住宅機器 
玄関ドア、下駄箱、階段、収納セット、家具、キッチン、洗面化粧台、

浴槽、トイレ用品、窓周り商品、照明器具、家電製品等 

その他 建築工事請負、土地付住宅の建売分譲 

合板製造・木材加工

事業 
合板等 

ラワン合板、針葉樹合板、構造用ＬＶＬ（単板積層材）、大断面構造用

集成材、２×４パネル 

その他の事業 その他 
フランチャイズ事業、不動産賃貸業、総合建材小売事業、倉庫及び運送

業、建設工事業、旅行業、保険代理業 



〔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諸表が入手可能であり、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、純粋持株会社としてグループ全体の戦略機能を担い、各事業会社は、取り扱う製品・サービスに

ついて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

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

「総合建材卸売事業」及び「合板製造・木材加工事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「総合建材卸売事業」は、主に合板、合板二次製品、建材及び住宅機器等の卸売販売等を営んでおり、

「合板製造・木材加工事業」は、ラワン材を主原料とした普通合板、構造用合板、長尺合板及び構造用ＬＶ

Ｌキーラム（単板積層材）などの製造販売、合板二次製品の製造販売、合板及び単板の製造販売、集成材及

び集成加工製品の製造販売、木材の加工及び販売を営んでおります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益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：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、フランチャイズ事業、不動

産賃貸業、総合建材小売事業、倉庫及び運送業、建設工事業、旅行業及び保険代理業を含んでおりま

す。 

２．セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去14百万円、当社とセグメントとの内部取引消去

124百万円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調整を行っております。 

４．第１四半期連結会計期間より、「総合建材卸売事業」でありましたジャパン建材沖縄株式会社は「その

他」に、「合板製造・木材加工事業」でありました株式会社ハカモクは「総合建材卸売事業」に、報告

セグメントを変更しております。 

  

３．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  

 重要な減損損失を認識していないため、また、のれん等の金額に重要な影響を及ぼす事象が生じていない

ため記載しておりません。 

  

（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。  

   

  

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 

総合建材

卸売事業 

合板製
造・木材
加工事業 

計

売上高            

外部顧客への売上

高 
 200,950  4,003  204,954 4,542  209,497  －  209,497

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 1,937  2,747  4,685  3,724  8,409  △8,409  －

計  202,888  6,750  209,639  8,267  217,907  △8,409  209,497

セグメント利益  1,707  130  1,837  301  2,138  138  2,277

（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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