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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 6,557 23.0 227 122.2 255 137.3 151 158.7
25年3月期第1四半期 5,333 4.6 102 △26.6 107 △24.3 58 △20.9

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 151百万円 （783.4％） 25年3月期第1四半期 17百万円 （△71.3％）

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

26年3月期第1四半期 38.91 ―
25年3月期第1四半期 15.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 16,622 4,005 24.1
25年3月期 16,060 3,885 24.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  4,005百万円 25年3月期  3,885百万円

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

25年3月期 ― ― ― 7.50 7.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 7.50 7.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
連結業績予想につきましては本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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) 13,400 20.0 340 71.2 340 57.4 190 56.4 48.77
通期 25,800 9.8 430 △4.7 420 △12.3 230 △13.7 59.03



(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（注記事項）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 

(注) 詳細は、添付資料P．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する情報 (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は終了しています。 

※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。 

※  注記事項

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   ：  有
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） 26年3月期1Q 4,140,000 株 25年3月期 4,140,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 244,614 株 25年3月期 244,164 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 3,895,821 株 25年3月期1Q 3,896,308 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府によるデフレ状況からの脱却と経済再生を促進するため

の政策への期待感から、円高の是正や株価の上昇などが進行し企業収益は改善傾向となり、個人消費も底堅く推移

するなど、景気は回復基調で推移いたしました。しかしながら、長引く欧州債務の問題の影響や、アジア経済の鈍

化等景気下押しリスクは払拭されておらず、先行き不透明な状態が続きました。 

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が、消費者マインドが改善するなか、

住宅投資促進政策の効果や長期金利や地価の先高感もあり、24万1千戸（前年同期比11.8％増）と、前年同期に比

べ増加し、当業界に特に関係が深い持家や戸建分譲住宅も増加基調で推移しました。 

このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は65億5千7百万円（前年同期比23.0％増）

となり、利益面では、増収効果や持分法による投資利益の増加等により営業利益は2億2千7百万円（同122.2％増）、

経常利益は2億5千5百万円（同137.3％増）、四半期純利益は1億5千1百万円（同158.7％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。持家や戸建分譲住宅の底堅い需要や、現地木材価格

の上昇や円安により木材市況が高騰したため、現地挽輸入製品やプレカット製品を中心に売り上げが伸びました。

売上高は51億8千1百万円（前年同期比24.3％増）、セグメント利益は1億8千5百万円（同290.0％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。前期に３か所の営業所を開設したため売上高は11億6

千9百万円（同22.7％増）、セグメント利益は1千6百万円（同52.3％減）となりました。 

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5千5百万円（同1.0％

増）、セグメント利益は1千9百万円（同9.3％増）となりました。 

木材害虫防除関連事業では、主に木材害虫類の防除用薬剤を扱っております。売上高は1億5千万円（同4.1％減）、

セグメント利益は1千6百万円（同28.5％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１四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1億1千9百万円増加しまし

たが、総資産も5億6千2百万円増加したため、自己資本比率は0.1ポイント減少し24.1％となりました。増減の主な

ものは、資産では商品及び製品が5億2百万円、受取手形及び売掛金が1億5千8百万円増加し、現金及び預金が2億2

百万円減少しました。負債では支払手形及び買掛金が5億7千5百万円増加しました。 

 

  (3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成26年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。 

平成26年３月期の通期業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 
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２．サマリー情報（注記事項）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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

当社における商品の評価方法は、従来、個別法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、一部の

国産材木材商品について総平均法による評価方法に変更しております。この変更は、同商品の取扱量の増加を契機

に在庫管理方法を見直した結果、総平均法を採用した方が同商品の取引実態に即しており、たな卸資産の評価額を

より適正に連結財務諸表へ反映させることができると判断したものであります。 

なお、この変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。 
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,057,178 1,854,913

受取手形及び売掛金 4,055,065 4,214,033

商品及び製品 1,487,035 1,989,119

仕掛品 20,952 33,427

原材料及び貯蔵品 590,665 607,502

未成工事支出金 86,162 187,630

その他 212,955 256,043

貸倒引当金 △14,600 △14,100

流動資産合計 8,495,415 9,128,569

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,874,049 2,818,086

土地 2,253,030 2,253,030

その他（純額） 370,828 358,325

有形固定資産合計 5,497,908 5,429,442

無形固定資産   

のれん 291,330 272,252

その他 18,066 16,858

無形固定資産合計 309,396 289,111

投資その他の資産   

投資有価証券 1,574,669 1,591,802

その他 253,041 243,125

貸倒引当金 △69,700 △59,300

投資その他の資産合計 1,758,010 1,775,628

固定資産合計 7,565,316 7,494,182

資産合計 16,060,732 16,622,751
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,619,832 7,195,429

短期借入金 2,997,118 2,955,866

未払法人税等 160,201 92,379

賞与引当金 157,440 91,953

その他 363,191 519,382

流動負債合計 10,297,783 10,855,010

固定負債   

長期借入金 1,078,331 976,704

退職給付引当金 184,009 188,862

役員退職慰労引当金 173,880 159,567

資産除去債務 12,773 12,050

その他 427,976 424,621

固定負債合計 1,876,970 1,761,806

負債合計 12,174,753 12,616,816

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 3,636,513 3,757,170

自己株式 △100,153 △100,333

株主資本合計 3,747,852 3,868,328

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 137,600 138,038

繰延ヘッジ損益 525 △432

その他の包括利益累計額合計 138,126 137,606

純資産合計 3,885,978 4,005,934

負債純資産合計 16,060,732 16,622,751
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,333,218 6,557,422

売上原価 4,613,803 5,727,274

売上総利益 719,414 830,147

販売費及び一般管理費 616,882 602,356

営業利益 102,531 227,791

営業外収益   

受取利息 7 6

受取配当金 4,359 4,704

為替差益 3,599 6,550

持分法による投資利益 3,631 24,209

雑収入 6,164 3,443

営業外収益合計 17,762 38,914

営業外費用   

支払利息 8,750 7,170

手形売却損 2,941 3,790

雑損失 814 1

営業外費用合計 12,506 10,962

経常利益 107,787 255,744

特別利益   

固定資産売却益 － 2,785

特別利益合計 － 2,785

特別損失   

固定資産除却損 － 15,392

特別損失合計 － 15,392

税金等調整前四半期純利益 107,787 243,136

法人税等 49,180 91,547

少数株主損益調整前四半期純利益 58,607 151,588

四半期純利益 58,607 151,588
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 58,607 151,588

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35,411 △4,217

繰延ヘッジ損益 570 △957

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,666 4,655

その他の包括利益合計 △41,506 △520

四半期包括利益 17,100 151,068

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 17,100 151,068

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１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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 
木材害虫防除

関連事業 
計 

調整額 

(注)１ 

四 半 期 連 結

損 益 計 算 書

計上額(注)２

売上高    

 外部顧客へ 

の売上高 4,168,424 953,027 55,280 156,485 5,333,218 ― 5,333,218

 セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
― 20,845 ― ― 20,845 △20,845 ―

計 4,168,424 973,873 55,280 156,485 5,354,063 △20,845 5,333,218

セグメント利益 47,569 35,530 18,229 12,544 113,874 △11,342 102,531

(注)１．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。 

  ２．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１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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 
木材害虫防除

関連事業 
計 

調整額 

(注)１ 

四 半 期 連 結

損 益 計 算 書

計上額(注)２

売上高    

 外部顧客へ 

の売上高 5,181,794 1,169,681 55,823 150,124 6,557,422 ― 6,557,422

 セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
― 27,419 ― ― 27,419 △27,419 ―

計 5,181,794 1,197,100 55,823 150,124 6,584,842 △27,419 6,557,422

セグメント利益 185,532 16,953 19,931 16,115 238,533 △10,742 227,791

(注)１．セグメント利益の調整額△10,742千円のうち、△11,342千円はのれん償却額であり、600千円はセグメント間取引消

去であります。 

  ２．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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