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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 1,041 △17.7 23 6.4 22 △0.8 1 △92.2
23年3月期第1四半期 1,265 △4.4 21 ― 22 ― 22 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △5百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △10百万円 （―％）

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 4.92 ―
23年3月期第1四半期 62.86 ―

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

24年3月期第1四半期 5,887 1,633 27.7 4,484.00
23年3月期 5,921 1,649 27.9 4,528.41
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,633百万円 23年3月期  1,649百万円

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 ― ― ― 30.00 30.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 30.00 30.00

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) 2,500 △2.9 50 16.8 45 23.7 30 △1.3 82.37
通期 5,000 △2.4 110 24.7 100 43.6 60 ― 164.74



(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 

(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、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など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
の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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 400,000 株 23年3月期 400,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 35,783 株 23年3月期 35,783 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 364,217 株 23年3月期1Q 364,267 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(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)における日本の経済情勢は、３月11日

に発生した東日本大震災によって国内の経済活動に大きな影響を及ぼしました。震災によって生産拠点が壊滅的打

撃を被り、部品供給ができなくなったことで様々な産業の生産活動がストップしました。住宅関連においては以前

より品薄であった断熱材や合板が生産できなくなったことで一時的に市場の混乱を招いたものの、生産拠点の回復

に伴って徐々に市場の混乱も収まってまいりました。新設住宅着工戸数はマンション分譲が数字を伸ばしているも

のの戸建物件は減少しており、少なからず震災の影響を受け続けているものとみられます。 

 このような環境の中で当社グループの状況は、震災直後からお客様に資材の安定供給をするため、各方面の資材

確保と商品の流通状況の情報を展開し、お客様の仕事が滞らないように配慮してまいりました。 

 営業本部におきましては、昨年より引き続き実施している販売品目に特化した営業展開を行っており、今まで以

上にお客さまの要望にお応えできるような販売形態を確立してまいりました。しかしながら震災の影響から工務店

や販売店の受注状況が悪化したことで、販売量の確保ができませんでした。 

 市場本部では、個人施主からの住宅リフォームの受注が好調で、特に増改築を中心とした大規模リフォームの受

注によって売上高を確保いたしました。一方、不動産部門では、子会社の三重ナゴヤホームズの分譲案件の販売

が、当初予定の計画より大きく遅れており、売上を確保することができませんでした。。 

 この結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間の売上高は1,041百万円（前年同期比223百万円減、17.7％

減）、経常利益22百万円（前年同期比０百万円減、0.8％減）、四半期純利益は１百万円（前年同期比21百万円

減、92.2％減）となりました。 

  

（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末（平成23年6月30日現在）の当社グループの財政状態は、東日本大震災の影響を大き

く受ける形で売上高が減少しており、前連結会計年度末に比較して売上債権が162百万円減少しました。同様に仕

入に関しても販売量の低下によって大きく仕入が減少したため、仕入債務は前連結会計年度末に比較して141百万

円の減少となりました。一方、たな卸資産は、品薄感のあった合板や住宅設備の補充と分譲用用地の購入による増

加によって、前連結会計年度末に比較して131百万円増加しました。 

 有形固定資産は特に動きがなく前連結会計年度末に比較して２百万円の減少となり、投資有価証券につきまして

は株価が下落した銘柄が数件発生ため、前連結会計年度末に比較して６百万円減少しました。借入債務につきまし

ては、長期借入金は減少したものの、分譲用地購入資金として短期借入金が増加しことにより、前連結会計年度末

に比較して110百万円増加しました。これらを統合して現金及び預金の合計は、前連結会計年度末に比較して７百

万円増加しております。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比較して0.2ポイント減少の27.7％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び

通期の連結業績予想から変更ありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 598,379 605,919

受取手形及び売掛金 932,200 769,338

たな卸資産 673,509 804,576

その他 56,543 49,409

貸倒引当金 △8,300 △4,320

流動資産合計 2,252,333 2,224,924

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,561,610 2,561,610

その他（純額） 583,845 581,094

有形固定資産合計 3,145,456 3,142,705

無形固定資産 1,485 1,485

投資その他の資産   

投資有価証券 442,192 435,413

その他 124,003 132,502

貸倒引当金 △43,911 △49,311

投資その他の資産合計 522,284 518,605

固定資産合計 3,669,226 3,662,795

資産合計 5,921,559 5,887,719

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,226,316 1,085,019

短期借入金 578,000 858,000

1年内返済予定の長期借入金 631,176 597,945

未払法人税等 3,136 1,386

賞与引当金 15,000 22,500

役員賞与引当金 5,500 －

その他 99,870 104,878

流動負債合計 2,558,999 2,669,729

固定負債   

長期借入金 827,421 691,390

繰延税金負債 642,518 647,761

退職給付引当金 83,644 88,267

役員退職慰労引当金 7,150 7,150

受入保証金 128,647 128,647

その他 23,852 21,624

固定負債合計 1,713,234 1,584,841

負債合計 4,272,233 4,254,571



（単位：千円）

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 200,000 200,000

資本剰余金 6,567 6,567

利益剰余金 1,461,438 1,452,302

自己株式 △107,730 △107,730

株主資本合計 1,560,276 1,551,139

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 89,049 82,008

その他の包括利益累計額合計 89,049 82,008

純資産合計 1,649,325 1,633,148

負債純資産合計 5,921,559 5,887,719



（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：千円）

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 1,265,274 1,041,789

売上原価 1,049,674 829,698

売上総利益 215,599 212,090

販売費及び一般管理費 193,940 189,043

営業利益 21,658 23,047

営業外収益   

受取利息 104 87

受取配当金 6,451 6,995

仕入割引 3,954 4,073

その他 4,641 937

営業外収益合計 15,152 12,094

営業外費用   

支払利息 11,519 10,036

売上割引 2,128 2,566

その他 472 32

営業外費用合計 14,120 12,636

経常利益 22,689 22,505

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,191 －

特別利益合計 8,191 －

特別損失   

固定資産処分損 94 275

特別損失合計 94 275

税金等調整前四半期純利益 30,786 22,230

法人税等 7,888 20,440

少数株主損益調整前四半期純利益 22,898 1,790

四半期純利益 22,898 1,790



（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：千円）

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 22,898 1,790

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33,125 △7,040

その他の包括利益合計 △33,125 △7,040

四半期包括利益 △10,227 △5,250

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △10,227 △5,250

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 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） 

１．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 

  

２．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） 

 （単位：千円） 

（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。 

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 

   該当事項はありません。 

  

Ⅱ 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） 

１．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 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  営業本部 市場本部 不動産事業 合計

売上高        

外部顧客への売上高  1,019,863  83,702  161,707  1,265,274

セグメント間の内部売上高又は振替高  3,910  15,360  62  19,333

計  1,023,774  99,062  161,770  1,284,607

セグメント利益又はセグメント損失（△）  △4,631  △10,431  53,934  38,871

利益 金額

報告セグメント計  38,871

セグメント間取引消去  △2,591

全社費用（注）  △13,590

四半期連結損益計算書の経常利益  22,689

  （単位：千円）

  営業本部 市場本部 不動産事業 合計

売上高        

外部顧客への売上高  839,796  132,019  69,974  1,041,789

セグメント間の内部売上高又は振替高  8,177  11,460  －  19,637

計  847,973  143,479  69,974  1,061,427

セグメント利益又はセグメント損失（△）  △14,195  18,225  34,831  38,861



２．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） 

 （単位：千円） 

（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。 

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 

   該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

   

（１）販売の状況 

      連結売上高の内訳  

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引につきましては、相殺消去しております。 

  

利益 金額

報告セグメント計  38,861

セグメント間取引消去  549

全社費用（注）  △16,904

四半期連結損益計算書の経常利益  22,505

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

３．補足情報

 セグメントの名称 

前第１四半期連結累計機関
（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日  

当第１四半期連結累計機関 
（自 平成23年４月１日 
  至 平成23年６月30日 増減率

金額 構成比 金額 構成比 

  千円 ％ 千円 ％ ％ 

営業本部  1,019,863  80.6  839,796  80.6  △17.7

市場本部  83,702  6.6  132,019  12.7  57.7

不動産事業  161,707  12.8  69,974  6.7  △56.7

合計  1,265,274  100.0  1,041,789  100.0  △17.7
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