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（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 ％ 

25年５月期第１四半期  7,799  △2.9  220  △24.0  209  △24.0  177  △30.9

24年５月期第１四半期  8,031  △3.8  290  34.6  275  16.6  257  141.6

（注）包括利益 25年５月期第１四半期 217百万円（ ％） △18.5   24年５月期第１四半期 267百万円 （ ％） 726.3

  
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 

25年５月期第１四半期  28.44  －

24年５月期第１四半期  41.17  －

  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 

25年５月期第１四半期  28,747  3,699  12.9  591.57

24年５月期  28,028  3,520  12.6  562.84

（参考）自己資本 25年５月期第１四半期 3,699百万円   24年５月期 3,520百万円 

  
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 
24年５月期  － 0.00 － 6.00  6.00

25年５月期  －       
25年５月期（予想）   0.00 － 6.00  6.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年５月期の連結業績予想（平成24年６月１日～平成25年５月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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）  15,000  △7.2  180  △32.9  120  △54.1  80  △54.5  12.79

通期  33,500  4.5  450  76.9  300  29.9  200  134.2  31.98

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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） 25年５月期１Ｑ 8,926,896株 24年５月期 8,926,896株

②  期末自己株式数 25年５月期１Ｑ 2,672,592株 24年５月期 2,672,574株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年５月期１Ｑ 6,254,313株 24年５月期１Ｑ 6,255,245株

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が実施中です。

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）２ページの「(3)連結業 

績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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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経済は、復興需要やエコカー補助金などの政策により一部の業種で

明るい兆しが見えたものの、依然として欧州債務危機は不透明であり、その影響による世界景気の減速及び円高

などにより厳しい状況で推移いたしました。  

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が7,799百万円（前年同期比2.9％減）、営業利益は

220百万円（同24.0％減）、経常利益は209百万円（同24.0％減）、四半期純利益は177百万円（同30.9％減）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。 

 木材事業におきましては、公共工事及び設備投資の減少に伴いフローリング（床板）施工受注が減少したこと

などにより、売上高は前年同期の水準を確保できませんでしたが、製造部門の生産効率が向上したことに伴い売

上原価が減少したため、営業利益は前年同期を上回りました。 

 この結果、売上高は2,705百万円（同2.1％減）、営業利益は74百万円（同45.5％増）となりました。 

 流通事業におきましては、北海道の気候は例年にない状況で６月、７月と気温が低下し、８月は気温が上昇す

るなど夏物商品の販売が不振となり、売上高、営業利益は前年同期の水準を確保できませんでした。 

 この結果、売上高は4,021百万円（同4.1％減）、営業利益は124百万円（同3.4％減）となりました。 

 住宅事業におきましては、ここ数年実施されておりました様々な住宅取得支援策が縮小し、戸建住宅に対する

需要は前年同期に比べ低迷しており、回復の兆しが見えない状況であります。 

 この結果、売上高は283百万円（同28.5％減）、営業損失は33百万円（前年同期は53百万円の利益）となりま

した。 

 建設事業におきましては、引き渡し件数が増加したことに伴い、売上高、営業利益は前年同期を上回ることが

できました。 

 この結果、売上高は464百万円（同33.5％増）、営業利益は９百万円（前年同期は11百万円の損失）となりま

した。 

 不動産賃貸事業におきましては、売上高は136百万円（同12.0％減）、営業利益は45百万円（同30.4％減）と

なりました。 

 サービス等事業におきましては、売上高は189百万円（同8.7％増）、営業利益は３百万円（同45.0％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における総資産は28,747百万円となり、前連結会計年度末に比べ719百万円増加

しております。流動資産につきましては、主に受取手形及び売掛金が421百万円、商品及び製品が147百万円増加

したことなどにより895百万円増加しております。固定資産につきましては、全体で176百万円減少しておりま

す。 

 負債合計は25,047百万円となり、前連結会計年度末に比べ539百万円増加しております。流動負債につきまし

ては、主に短期借入金が133百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が491百万円増加したことなどにより

393百万円増加しております。固定負債につきましては、主に長期借入金が153百万円増加したことなどにより

145百万円増加しております。 

 純資産は、3,699百万円となり前連結会計年度末に比べ179百万円増加しております。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年７月12日公表の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

  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 

  該当事項はありません。 

  

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 931,582 1,018,800

受取手形及び売掛金 3,048,006 3,469,913

営業貸付金 1,244,881 1,210,574

商品及び製品 2,989,901 3,137,389

販売用不動産 3,837,050 3,774,307

原材料及び貯蔵品 858,826 857,261

未成工事支出金 19,464 185,706

その他 1,421,208 1,575,731

貸倒引当金 △769,845 △752,685

流動資産合計 13,581,076 14,476,999

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,204,672 3,151,611

賃貸用資産(純額) 4,309,161 4,273,229

土地 4,247,027 4,247,027

その他（純額） 304,739 286,417

有形固定資産合計 12,065,600 11,958,285

無形固定資産 67,003 66,061

投資その他の資産   

投資有価証券 1,137,908 1,095,890

その他 1,374,354 1,308,694

貸倒引当金 △197,224 △158,128

投資その他の資産合計 2,315,037 2,246,456

固定資産合計 14,447,641 14,270,804

資産合計 28,028,718 28,747,804

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,953,528 5,444,903

短期借入金 13,323,177 13,189,798

未払法人税等 70,676 44,955

引当金 122,810 136,265

その他 971,136 1,019,394

流動負債合計 19,441,329 19,835,318

固定負債   

長期借入金 3,821,687 3,974,763

退職給付引当金 280,002 287,621

役員退職慰労引当金 17,271 19,576

その他 948,247 930,641



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

固定負債合計 5,067,207 5,212,602

負債合計 24,508,537 25,047,921

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,775,640 1,775,640

資本剰余金 1,953,655 1,953,655

利益剰余金 1,299,939 1,439,948

自己株式 △1,303,522 △1,303,539

株主資本合計 3,725,712 3,865,704

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △205,531 △165,821

その他の包括利益累計額合計 △205,531 △165,821

純資産合計 3,520,181 3,699,883

負債純資産合計 28,028,718 28,747,804



（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23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 8,031,080 7,799,822

売上原価 6,295,775 6,173,930

売上総利益 1,735,304 1,625,892

販売費及び一般管理費 1,445,065 1,405,218

営業利益 290,238 220,673

営業外収益   

受取利息 2,381 1,454

受取配当金 30,825 29,028

受取保険金 7,454 12,501

その他 31,764 33,934

営業外収益合計 72,425 76,919

営業外費用   

支払利息 66,645 65,178

その他 20,640 23,259

営業外費用合計 87,285 88,438

経常利益 275,377 209,155

特別利益   

固定資産売却益 － 927

投資有価証券売却益 － 7,927

特別利益合計 － 8,855

特別損失   

固定資産売却損 － 434

投資有価証券評価損 － 41,252

特別損失合計 － 41,686

税金等調整前四半期純利益 275,377 176,324

法人税、住民税及び事業税 6,966 36,284

法人税等調整額 10,915 △37,841

法人税等合計 17,882 △1,556

少数株主損益調整前四半期純利益 257,495 177,880

四半期純利益 257,495 177,880



（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23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 257,495 177,880

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9,533 39,710

その他の包括利益合計 9,533 39,710

四半期包括利益 267,029 217,591

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 267,029 217,591

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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