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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 18,748 8.9 572 △23.0 624 △22.8 28 △97.4

22年3月期第3四半期 17,222 △16.2 743 30.4 808 25.4 1,091 ―

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 0.86 ―

22年3月期第3四半期 33.00 ―

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 17,021 6,126 36.0 185.20
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3四半期  6,126百万円 22年3月期  6,275百万円

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 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

5.00 5.00

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 24,500 8.0 665 △22.8 715 △23.5 75 △93.4 2.27



(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 
 本資料に掲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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】２ページ「２．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 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3Q  1,080,179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3Q 33,080,847株 22年3月期3Q  33,080,899株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  2

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  2

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  2

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（第３四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  6

（第３四半期連結会計期間） ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  10



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間の住宅業界は、個人消費意欲の緩やかな回復に加え、政府による住宅ローン金利優遇

策等の下支えもあり、住宅需要は首都圏を中心に増加傾向で推移いたしました。 

 当第３四半期における新設住宅着工戸数は、21万８千戸（前年同期比6.9％増）、このうち当社グループが関連

する木造住宅分野におきましては、主流の在来木造住宅の着工戸数が９万４千戸（前年同期比6.8％増）となり、

前年同月比増加で推移しているものの、依然として低水準での厳しい状況が続いております。 

 このような状況のなか、当社グループにおきましては、昨年までに完了した主要プレカット工場の機械設備の

新鋭化による品質並びに生産性の向上とあわせ、安定的な受注の確保に向けた積極的な営業活動と資材価格が高値

圏で推移するなかでの販売価格及び販売先の見直しを継続してまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高66億40百万円（前年同四半期比15.7％増）、営業利益２

億67百万円（同9.2％増）、経常利益２億84百万円（同6.1％増）となりました。 

 なお、四半期純利益につきましては、当社グループ会社取引先に対する債権の一部について、回収遅延等が発生

したため、回収可能性を再検討した結果、追加引当金が必要と判断し、貸倒引当金繰入額を特別損失として計上し

たことにより、１億57百万円の損失（前年同四半期は７億46百万円の利益）となりました。 

  

（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の総資産は、主に現金及び預金の増加等により、170億21百万円（前期末比7億45百

万円増）となりました。 

 負債は、主に支払手形及び買掛金の増加等により、108億94百万円（同８億93百万円増）となりました。 

 純資産は、利益剰余金の減少により、61億26百万円（同１億48百万円減）となり、自己資本比率は36.0％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３四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、30億37百万円（前年同四半期比６億

71百万円増）となりました。 

 各キャッシュ・フローの概要は次のとおりであります。 

（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、主に仕入債務の増加３億63百万円、減価償却費の増加１億27百万円等を

反映した結果、６億81百万円の収入（前年同四半期は３億14百万円の収入）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売却による収入３億51百万円等を反映した結果、２

億32百万円の収入（前年同四半期は86百万円の収入）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、主に長期借入金の返済による支出１億13百万円等を反映した結果、１億

55百万円の支出（前年同四半期は２億33百万円の支出）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況を勘案し、平成22年５月12日に公表した平成23年３月期業績

予想を修正しております。 

 詳細につきましては、平成23年２月８日公表の「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。  

  

（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。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



  

（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 

 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が 千円、経常利益が 千円、税金等調整前四半期

純利益が 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 千

円であります。 

  

（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。  

  

2,281 2,707

23,130 18,568



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 3,037,866 2,255,008

受取手形及び売掛金 3,087,699 2,946,485

商品及び製品 894,108 772,264

仕掛品 29,160 28,151

原材料及び貯蔵品 446,599 328,435

その他 457,633 850,435

貸倒引当金 △16,881 △37,102

流動資産合計 7,936,186 7,143,678

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,754,692 1,800,942

土地 5,115,350 5,115,350

その他（純額） 1,292,373 1,115,133

有形固定資産合計 8,162,416 8,031,425

無形固定資産 144,518 140,161

投資その他の資産 777,931 960,643

固定資産合計 9,084,865 9,132,230

資産合計 17,021,051 16,275,909

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,149,881 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 473,602 428,528

未払法人税等 50,756 68,888

引当金 16,389 60,892

その他 767,973 894,701

流動負債合計 8,488,603 7,302,080

固定負債   

社債 20,000 35,000

長期借入金 976,130 1,067,394

退職給付引当金 129,946 117,699

役員退職慰労引当金 25,958 432,235

資産除去債務 18,568 －

環境対策引当金 21,276 21,276

その他 1,213,992 1,024,796

固定負債合計 2,405,872 2,698,402

負債合計 10,894,475 10,000,482



（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 551,385 551,385

資本剰余金 458,616 458,616

利益剰余金 5,295,251 5,432,350

自己株式 △166,870 △166,860

株主資本合計 6,138,382 6,275,490

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,806 △63

評価・換算差額等合計 △11,806 △63

純資産合計 6,126,575 6,275,426

負債純資産合計 17,021,051 16,275,909



（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 17,222,990 18,748,107

売上原価 14,826,652 16,358,342

売上総利益 2,396,337 2,389,764

販売費及び一般管理費 1,652,750 1,816,968

営業利益 743,586 572,795

営業外収益   

受取利息 248 147

受取配当金 4,703 3,619

仕入割引 21,929 23,078

その他 61,017 58,904

営業外収益合計 87,899 85,750

営業外費用   

支払利息 15,112 13,979

その他 7,836 20,009

営業外費用合計 22,949 33,988

経常利益 808,536 624,557

特別利益   

投資有価証券売却益 11,917 －

固定資産売却益 － 6,419

完成工事補償引当金戻入額 470 －

貸倒引当金戻入額 14,649 6,668

その他 212 4,481

特別利益合計 27,250 17,569

特別損失   

固定資産除却損 7,837 －

環境対策引当金繰入額 21,276 －

貸倒引当金繰入額 － 332,355

その他 5,773 36,551

特別損失合計 34,886 368,906

税金等調整前四半期純利益 800,900 273,221

法人税、住民税及び事業税 115,135 101,249

法人税等調整額 △405,850 143,665

法人税等合計 △290,714 244,915

少数株主損益調整前四半期純利益 － 28,306

四半期純利益 1,091,615 28,306



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,737,907 6,640,409

売上原価 4,938,769 5,781,659

売上総利益 799,137 858,749

販売費及び一般管理費 553,898 590,898

営業利益 245,239 267,851

営業外収益   

受取利息 8 9

受取配当金 1,436 1,465

仕入割引 7,078 7,443

その他 20,242 14,915

営業外収益合計 28,766 23,833

営業外費用   

支払利息 5,362 4,438

その他 414 2,766

営業外費用合計 5,777 7,205

経常利益 268,227 284,480

特別利益   

固定資産売却益 － 957

投資有価証券売却益 312 －

完成工事補償引当金戻入額 110 －

貸倒引当金戻入額 2,455 5,318

その他 98 13

特別利益合計 2,977 6,289

特別損失   

固定資産除却損 7,800 －

貸倒引当金繰入額 － 332,355

その他 2,819 2,333

特別損失合計 10,619 334,688

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（△）

260,585 △43,918

法人税、住民税及び事業税 △121,411 40,306

法人税等調整額 △364,778 73,764

法人税等合計 △486,189 114,071

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △157,989

四半期純利益又は四半期純損失（△） 746,774 △157,989



（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 800,900 273,221

減価償却費 269,896 347,645

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,819 318,119

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,918 △45,079

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,312 12,246

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,008 △406,276

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） － 190

その他の引当金の増減額（△は減少） 21,276 18,568

受取利息及び受取配当金 △4,952 △3,767

支払利息 15,112 13,979

為替差損益（△は益） 7,799 20,009

有形固定資産売却損益（△は益） △212 △6,419

有形固定資産除却損 7,837 6,310

投資有価証券売却損益（△は益） △9,318 －

売上債権の増減額（△は増加） △344,087 △629,864

たな卸資産の増減額（△は増加） △109,930 △168,308

仕入債務の増減額（△は減少） △184,537 1,373,253

その他 115,283 △3,157

小計 506,633 1,120,671

利息及び配当金の受取額 4,952 3,767

利息の支払額 △14,809 △13,718

法人税等の還付額 － 132,328

法人税等の支払額 △331,168 △137,040

営業活動によるキャッシュ・フロー 165,606 1,106,008

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 △609,784 △663,409

有形固定資産の売却による収入 303,620 729,301

固定資産の除却による支出 － △462

無形固定資産の取得による支出 △15,880 △20,964

投資有価証券の取得による支出 △1,464 △1,507

投資有価証券の売却による収入 140,536 80

その他 13,247 621

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,727 43,659

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 500,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △483,496 △346,190

社債の償還による支出 △15,000 △15,000

自己株式の取得による支出 － △9

配当金の支払額 △165,404 △165,404

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △26,692 △120,197

財務活動によるキャッシュ・フロー △190,592 △346,801

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,799 △20,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,511 782,858

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 2,366,138 3,037,866



 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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

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） 

  

〔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）及び当第３四半期連結会計期間（自平成

22年10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

なっております。「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なっております。

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） 

（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  5,447,109  269,791  21,005  5,737,907  －  5,737,907

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 136,980  5,819  －  142,799  (142,799)  －

計  5,584,089  275,611  21,005  5,880,707  (142,799)  5,737,907

営業利益  337,928  19,143  14,527  371,599  (126,359)  245,239

  
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  16,482,406  678,452  62,131  17,222,990  －  17,222,990

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 352,568  11,160  －  363,729  (363,729)  －

計  16,834,975  689,612  62,131  17,586,719  (363,729)  17,222,990

営業利益  1,060,651  38,608  44,174  1,143,434  (399,847)  743,586

  

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  18,382,818  301,289  18,684,108  63,999  18,748,107

セグメント間の内部売上高
又は振替高  60,680  468  61,149  －  61,149

計  18,443,499  301,758  18,745,257  63,999  18,809,256

セグメント利益  909,913  17,370  927,284  42,592  969,876



当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31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） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

（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。  

  

 該当事項はありません。 

  

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  6,563,594  52,974  6,616,568  23,841  6,640,409

セグメント間の内部売上高
又は振替高  18,917  25  18,942  －  18,942

計  6,582,511  52,999  6,635,511  23,841  6,659,352

セグメント利益  384,430  474  384,904  14,422  399,327

利益 金額（千円）   

報告セグメント計  927,284

「その他」の区分の利益  42,592

セグメント間取引消去  △61,149

全社費用（注）  △335,931

四半期連結損益計算書の営業利益  572,795

利益 金額（千円）   

報告セグメント計  384,904

「その他」の区分の利益  14,422

セグメント間取引消去  △18,942

全社費用（注）  △112,533

四半期連結損益計算書の営業利益  267,851

（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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