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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 15,729 6.9 537 108.4 152 △58.3 462 ―

23年3月期第1四半期 14,718 △3.0 258 ― 365 △62.1 △614 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 2,318百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △3,732百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 9.91 ―

23年3月期第1四半期 △13.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 97,366 28,294 27.8
23年3月期 96,309 26,146 26.3

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  27,089百万円 23年3月期  25,318百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 3.75 ― 3.75 7.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 32,000 3.4 1,500 44.9 500 △46.1 1,200 ― 25.71
通期 64,300 △0.0 3,100 △2.0 1,300 △38.2 1,600 168.0 34.28
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(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
 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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、
今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「１．当四半期決算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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 49,209,846 株 23年3月期 49,209,846 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,542,074 株 23年3月期 2,541,119 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 46,668,129 株 23年3月期1Q 46,674,981 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、平成23年３月に起きた東日本大震災の影響
により、生産や輸出が減少し、設備投資も先送りする傾向が強く、加えて円高の継続や電力供給制
限などにより先行きはさらに不透明な状況となりました。 

住宅業界におきましては、政府による住宅版エコポイント制度や各種補助金制度等の利用促進、
住宅ローン減税・金利の引き下げ等により、住宅需要は回復すると思われましたが、原油・原材料
の高騰や円高に加え東日本大震災の影響もあり、本格的な需要の回復は依然として厳しい状況にあ
ります。 

当社グループは、『無垢で「きがえる」』を基本方針としてジュピーノシリーズを中心に、新製
品・新サービスの投入による新築市場での拡販に加えて、リフォーム市場の開拓をめざしていま
す。ジュピーノシリーズは、森林認証（※）を取得したニュージーランドの森林資源を主に活用し
た製品群です。 
木質建材では、従来の「息吹シリーズ」と「ジュピーノうづくりシリーズ」を統合した「ピノア
ースシリーズ」、「シンプルセレクション」、「無垢ルーバーシリーズ」、認証基材を使用した環
境配慮型の「フローリング」、短納期で内装ドアや引き戸などのサイズ特注に１mmピッチで対応す
る「カスタムオーダー」、リフォーム用「ピノアース６㎜厚タイプ」などの品揃えを拡大し、拡販
を目指しました。更に無垢シリーズ拡販のため、「ピノアースシリーズ」からデザインを新たに厳
選し、求めやすい価格の新製品群「ナチュラルセレクション」を発売しました。また、内窓で国内
初の認証製品である無垢の木製内窓「ＭＯＫＵサッシ」を発売しました。 
さらに、前連結会計年度から引き続き地域工務店の「長期優良住宅」の認定取得サポートおよび
「長期優良住宅普及促進事業」における補助助成金を受けるためのサポートを行ってきました。既
存住宅改修においても長寿命化に向けた性能向上リフォームのサポートシステム構築を行い、支援
の拡充による拡販を進めてきました。 
住宅設備機器では、木質建材とトータルコーディネートできるシステムキッチン「スイージィ
ー」を新仕様として発売しました。 

当社グループは、このような施策を行い、前年同四半期に比べ販売価格の下落はあったものの
販売数量の増加による売上の増加やコスト削減に努めました。 
この結果、連結売上高は、15,729百万円（前年同期比6.9％増）、営業利益537百万円（前年同期
比108.4％増）、経常利益152百万円（前年同期比58.3％減）、四半期純利益462百万円(前年同期は
四半期純損失614百万円)となりました。なお、為替の急激な変動により発生した海外子会社の外貨
建借入金の為替評価益を為替差益として特別利益に620百万円計上しました。 

（※）国際的な認証機関ＦＳＣTM（森林管理協議会）のＦＭ認証（森林管理認証）とＣｏＣ認証（加
工・流通過程の管理認証）の総称／ライセンス№FSC-C043904 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における連結財政状態は、前連結会計年度に比べ、資産が1,056百万円
増加、負債が1,091百万円減少、純資産が2,148百万円増加しました。 
 主な内訳として、資産の増加は、主にたな卸資産1,067百万円増加、売上債権やその他の流動資産
で282百万円増加、有形固定資産1,238百万円増加、現金及び預金の1,621百万円減少によるもので
す。負債の減少は、主に為替予約の1,376百万円減少、長期借入金の674百万円減少、引当金309百万
円増加、繰延税金負債752百万円増加によるものです。純資産の増加は、主に利益剰余金の288百万
円増加、繰延ヘッジ損益の847百万円増加、為替換算調整勘定の677百万円増加、少数株主持分373百
万円増加によるものです。 

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期（累計）及び通期業績予想につきましては、平成23年５月13日に発表した業績予想を
修正しておりません。なお、業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定で
す。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第

２号 平成22年６月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第４号 平成22年６月30日)を適用しています。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定

するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額

に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含

める方法に変更しています。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,946 5,324

受取手形及び売掛金 8,383 8,511

商品及び製品 4,505 4,838

仕掛品 2,556 2,649

原材料及び貯蔵品 6,680 7,322

繰延税金資産 606 712

その他 733 767

貸倒引当金 △73 △58

流動資産合計 30,339 30,068

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,037 10,022

機械装置及び運搬具（純額） 8,995 9,285

土地 11,284 11,360

立木（純額） 19,623 20,705

その他（純額） 2,403 2,209

有形固定資産合計 52,344 53,583

無形固定資産 526 668

投資その他の資産 13,099 13,046

固定資産合計 65,970 67,297

資産合計 96,309 97,366

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,607 5,580

短期借入金 31,043 31,051

1年内償還予定の社債 6,000 6,000

未払法人税等 145 44

引当金 305 575

為替予約 3,282 1,905

その他 2,691 2,825

流動負債合計 49,074 47,982

固定負債   

社債 3,000 3,000

長期借入金 15,124 14,449

繰延税金負債 972 1,725

引当金 1,099 1,138

その他 892 775

固定負債合計 21,088 21,089

負債合計 70,163 69,071
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,324 7,324

資本剰余金 7,816 7,816

利益剰余金 14,904 15,193

自己株式 △2,130 △2,130

株主資本合計 27,915 28,203

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △155 △198

繰延ヘッジ損益 △1,932 △1,084

為替換算調整勘定 △509 168

その他の包括利益累計額合計 △2,597 △1,114

新株予約権 217 221

少数株主持分 609 983

純資産合計 26,146 28,294

負債純資産合計 96,309 97,366
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 14,718 15,729

売上原価 9,919 10,610

売上総利益 4,798 5,119

販売費及び一般管理費 4,540 4,581

営業利益 258 537

営業外収益   

受取利息 6 4

受取配当金 20 20

受取賃貸料 48 47

為替差益 339 －

その他 136 75

営業外収益合計 552 147

営業外費用   

支払利息 256 244

売上割引 105 108

為替差損 － 108

その他 83 71

営業外費用合計 445 533

経常利益 365 152

特別利益   

固定資産売却益 2 2

貸倒引当金戻入額 1 －

為替差益 － 620

その他 0 0

特別利益合計 3 623

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 1 1

為替差損 729 －

投資有価証券評価損 1 －

リース解約損 － 1

その他 39 0

特別損失合計 773 2

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（△）

△404 772

法人税、住民税及び事業税 78 42

法人税等調整額 200 185

法人税等合計 278 228

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△683 544

少数株主利益又は少数株主損失（△） △68 81

四半期純利益又は四半期純損失（△） △614 462
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△683 544

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △105 △42

繰延ヘッジ損益 △1,454 1,002

為替換算調整勘定 △1,488 814

その他の包括利益合計 △3,049 1,773

四半期包括利益 △3,732 2,318

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,266 1,945

少数株主に係る四半期包括利益 △466 373
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（３）継続企業の前提に関する注記  

  該当事項はありません。  

  

  

（４）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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