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

24年3月期第3四半期 16,145 10.5 318 21.2 334 6.6 179 4.0
23年3月期第3四半期 14,612 ― 263 ― 313 ― 172 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 172百万円 （24.7％） 23年3月期第3四半期 138百万円 （―％）

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3四半期 46.14 ―
23年3月期第3四半期 44.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 15,225 3,552 23.3
23年3月期 14,430 3,411 23.6
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  3,552百万円 23年3月期  3,411百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 7.50 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、対前期増減率）

（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

通期 21,300 6.9 400 25.5 400 14.6 220 25.0 56.42



(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  ：  有  
(注) 詳細は、添付資料P．３「２．サマリー情報（その他）に関する情報 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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の対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引 
法に基づく四半期連結財務諸表に対する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 
  上記の予想は本資料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。 

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3Q 4,140,000 株 23年3月期 4,140,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 240,654 株 23年3月期 240,654 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 3,899,346 株 23年3月期3Q 3,899,346 株
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１．当四半期決算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、東日本大震災からの復旧・復興が進むのに伴い落ち込んでい

た生産の回復や個人消費も持ち直すなど、緩やかながらも回復の兆しが見られました。しかしながら、欧州各国の

金融不安と新興国経済の成長鈍化による海外需要の減退懸念や、円高の継続、タイの洪水被害などの不安材料があ

り、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

木材業界におきましては、建築資材の需要に影響を与える新設住宅着工戸数は本格的な回復には至っていないも

のの緩やかな回復基調が続き、前年同期に比べ2.4％増加し、当業界に特に関係が深い持家や戸建分譲住宅も堅調

に推移しました。 

このような状況のなか、当社グループは積極的な営業活動による拡販に努めてまいりました。この結果、当第３

四半期連結累計期間の業績は、売上高は161億4千5百万円（前年同期比10.5%増）、営業利益は3億1千8万円（同21.2%

増）、経常利益は3億3千4百万円（同6.6%増）となり、四半期純利益では1億7千9百万円（同4.0%増）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

木材事業では主に木造戸建住宅の構造材を扱っております。戸建住宅市場が比較的堅調に推移したことを受け現

地挽輸入木材製品の売上の増加や、建材部門の住宅建材製品の受注拡大に努めた結果、売上高は138億6千4百万円

（前年同期比3.3％増）、セグメント利益は2億2千万円（同15.9％増）となりました。 

物流事業では、運送事業及び荷役事業を行っております。売上高は16億4千5百万円（同198.4％増）、セグメント

利益は4千5百万円（同554.9％増）となりました。なお、平成22年10月に東洋陸運株式会社を連結子会社としたこ

とに伴い、前第３四半期連結会計期間より物流事業が新たに報告セグメントに加わっております。 

不動産事業では、賃貸用倉庫や賃貸用マンション等の賃貸業を行っております。売上高は1億6千7百万円（同1.6％

減）、セグメント利益は5千4百万円（同6.6％減）となりました。 

その他では、木材害虫防除関連事業を行っております。売上高は4億6千8百万円（同0.5％増）、セグメント利益

は3千1百万円（同73.9％増）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における財政状態は、前連結会計年度末に比べ純資産が1億4千1百万円増加しまし

たが、総資産も7億9千4百万円増加したため、自己資本比率は0.3ポイント減少し23.3％となりました。増減の主な

ものは、資産では棚卸資産が3億3千7百万円、現金及び預金が1億8千6百万円、受取手形及び売掛金が1億5千3百万

円増加しました。負債では支払手形及び買掛金が4億3千8百万円増加しました。 

 

  (3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の通期業績予想につきましては、平成23年11月８日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 
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２．サマリー情報（その他）に関する情報 

(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 

  税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

(3) 追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,437,938 1,624,015

受取手形及び売掛金 3,931,724 4,085,560

商品及び製品 1,056,168 1,277,325

仕掛品 28,341 22,679

原材料及び貯蔵品 471,428 496,228

未成工事支出金 82,471 179,794

その他 320,488 527,467

貸倒引当金 △69,600 △29,400

流動資産合計 7,258,961 8,183,671

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,749,747 2,625,242

土地 2,253,030 2,253,030

その他（純額） 316,623 368,660

有形固定資産合計 5,319,401 5,246,933

無形固定資産   

のれん 212,160 172,134

その他 14,146 15,567

無形固定資産合計 226,307 187,701

投資その他の資産   

投資有価証券 1,452,268 1,436,786

その他 290,899 237,462

貸倒引当金 △117,112 △67,212

投資その他の資産合計 1,626,055 1,607,036

固定資産合計 7,171,763 7,041,671

資産合計 14,430,724 15,225,343
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,595,053 6,033,950

短期借入金 3,222,628 3,321,995

未払法人税等 62,585 88,342

賞与引当金 134,095 86,754

その他 225,830 338,543

流動負債合計 9,240,191 9,869,586

固定負債   

長期借入金 1,112,225 1,078,456

退職給付引当金 179,954 190,312

役員退職慰労引当金 148,120 159,577

資産除去債務 9,284 9,423

その他 329,901 365,052

固定負債合計 1,779,486 1,802,822

負債合計 11,019,678 11,672,408

純資産の部   

株主資本   

資本金 207,000 207,000

資本剰余金 4,491 4,491

利益剰余金 3,225,615 3,374,555

自己株式 △99,183 △99,183

株主資本合計 3,337,923 3,486,864

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 76,082 69,225

繰延ヘッジ損益 △2,959 △3,154

その他の包括利益累計額合計 73,122 66,070

純資産合計 3,411,046 3,552,934

負債純資産合計 14,430,724 15,225,343
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 14,612,868 16,145,939

売上原価 12,929,568 14,357,409

売上総利益 1,683,299 1,788,530

販売費及び一般管理費 1,420,298 1,469,844

営業利益 263,001 318,685

営業外収益   

受取利息 176 144

受取配当金 8,781 8,446

為替差益 11,189 11,635

持分法による投資利益 54,692 13,157

雑収入 13,094 17,324

営業外収益合計 87,933 50,707

営業外費用   

支払利息 29,868 27,330

手形売却損 7,086 6,981

雑損失 534 850

営業外費用合計 37,489 35,162

経常利益 313,444 334,231

特別損失   

固定資産除却損 22,513 4,462

投資有価証券評価損 9,415 772

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,310 －

特別損失合計 38,239 5,235

税金等調整前四半期純利益 275,205 328,996

法人税等 102,275 149,097

少数株主損益調整前四半期純利益 172,929 179,898

四半期純利益 172,929 179,898
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 172,929 179,898

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36,111 △3,749

繰延ヘッジ損益 △14,066 △195

持分法適用会社に対する持分相当額 15,803 △3,107

その他の包括利益合計 △34,373 △7,052

四半期包括利益 138,555 172,846

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 138,555 172,846

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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) セグメント情報 

前第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） 

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 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 

木材事業 物流事業 不動産事業 計 

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 

売上高    

 外部顧客へ 

の売上高 13,425,486 551,484 170,154 14,147,125 465,742 14,612,868 ― 14,612,868

 セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
― 137 ― 137 ― 137 △137 ―

計 13,425,486 551,621 170,154 14,147,262 465,742 14,613,005 △137 14,612,868

セグメント利益 190,467 6,910 58,568 255,946 18,396 274,343 △11,342 263,001

(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、木材害虫防除関連事業であります。 

  ２．セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額△137千円はセグメント間取引消去であり、セグメント利益の調整額

△11,342千円はのれん償却額であります。 

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。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

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 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 

木材事業 物流事業 不動産事業 計 

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 

売上高    

 外部顧客へ 

の売上高 13,864,938 1,645,481 167,356 15,677,775 468,163 16,145,939 ― 16,145,939

 セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
― 14,483 ― 14,483 ― 14,483 △14,483 ―

計 13,864,938 1,659,964 167,356 15,692,258 468,163 16,160,422 △14,483 16,145,939

セグメント利益 220,745 45,257 54,714 320,717 31,994 352,712 △34,026 318,685

(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、木材害虫防除関連事業であります。 

  ２．セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額△14,483千円はセグメント間取引消去であり、セグメント利益の調整

額△34,026千円はのれん償却額であります。 

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。 

 

(5) 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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