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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 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、雇用情勢に改善がみられるなど緩やかな回復基調が続いてい

るものの、新興国経済の減速および英国のＥＵ離脱決定による円高・株安の進行、消費増税の再延期決定など、先

行き不透明な状況が続きました。当社グループ事業との関連が深い国内の住宅市場におきましては、住宅取得に対

する税制優遇政策の継続や日本銀行のマイナス金利政策による住宅ローン金利の低下などにより、新設住宅着工戸

数は24万7千戸（前年同期比4.9％増）と持ち直しの動きがみられ、木材事業に特に関係が深い持家や戸建分譲住宅

につきましても緩やかながら回復の兆しがみられました。 

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60億7千1百万円（前年同期比5.0％増）、

営業利益は1億3千9百万円（同83.3％増）、経常利益は1億6千3百万円（同72.5％増）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は1億6百万円（同100.3％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・羽柄材を扱っております。持家や戸建分譲住宅市場の需要が対前期

比で伸びたことから、現地挽輸入木材製品や邸別ピッキング部材等の売り上げが増加したことに加え、円高による

資材価格の下落等により、売上原価率が改善しました。この結果、売上高は47億1千6百万円（前年同期比5.9％増）、

セグメント利益は4千4百万円（前年同期はセグメント損失6百万円）となりました。 

物流事業では、主に住宅関連の運送事業および荷役事業を行っており、戸建住宅市場が緩やかに回復するなか、

積極的な営業活動および運送・荷役業務の生産性の向上に取り組んでまいりました。この結果、売上高は11億3千1

百万円（前年同期比2.0％増）、セグメント利益は5千5百万円（同5.3％増）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のほか、太陽光発電売電事業を行っております。売

上高は7千2百万円、セグメント利益は2千4百万円といずれも前年同期比横ばいとなりました。 

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1億5千1百万円（前年同

期比5.1％増）となりましたが、セグメント利益は1千5百万円（同5.6％減）となりました。 

 

  (2) 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3千1百万円増加し、総資産

が1億8百万円減少したため、自己資本比率は0.4ポイント増加し30.1％となりました。増減の主なものは、資産で

はたな卸資産が1億2千3百万円増加し、現金及び預金が1億6千4百万円減少しました。負債では借入金が1億7千3百

万円、未払法人税等が9千5百万円減少しました。 

 

  (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期業績予想につきましては、平成28年5月13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 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

 

(4) 追加情報 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。 
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,985,325 1,821,148

受取手形及び売掛金 3,889,714 3,858,282

商品及び製品 1,279,192 1,389,444

仕掛品 57,613 59,725

原材料及び貯蔵品 473,087 424,663

未成工事支出金 92,626 152,363

その他 362,649 428,638

貸倒引当金 △5,700 △6,400

流動資産合計 8,134,509 8,127,866

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,505,426 2,472,622

土地 2,253,030 2,253,030

その他（純額） 618,164 601,303

有形固定資産合計 5,376,621 5,326,955

無形固定資産

のれん 85,086 77,351

その他 16,346 15,094

無形固定資産合計 101,432 92,445

投資その他の資産

投資有価証券 1,872,650 1,836,570

その他 231,941 224,496

貸倒引当金 △24,700 △24,700

投資その他の資産合計 2,079,891 2,036,366

固定資産合計 7,557,946 7,455,768

資産合計 15,692,455 15,583,634
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,560,475 3,493,909

電子記録債務 1,874,626 1,934,783

短期借入金 2,258,552 2,217,567

未払法人税等 148,867 53,858

賞与引当金 174,785 84,913

役員賞与引当金 6,000 -

環境対策引当金 183,800 183,800

その他 388,557 654,830

流動負債合計 8,595,664 8,623,662

固定負債

長期借入金 1,560,437 1,428,338

役員退職慰労引当金 195,205 189,331

退職給付に係る負債 180,994 177,159

資産除去債務 12,150 11,973

その他 490,736 464,692

固定負債合計 2,439,523 2,271,494

負債合計 11,035,188 10,895,156

純資産の部

株主資本

資本金 207,000 207,000

資本剰余金 4,544 4,544

利益剰余金 4,379,860 4,455,421

自己株式 △100,222 △100,283

株主資本合計 4,491,182 4,566,682

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 172,737 136,666

繰延ヘッジ損益 △6,653 △14,871

その他の包括利益累計額合計 166,084 121,794

純資産合計 4,657,267 4,688,477

負債純資産合計 15,692,455 15,583,634
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 5,780,170 6,071,997

売上原価 5,121,346 5,363,522

売上総利益 658,823 708,475

販売費及び一般管理費 582,563 568,699

営業利益 76,260 139,776

営業外収益

受取利息 7 10

受取配当金 5,485 5,689

為替差益 113 356

持分法による投資利益 14,277 20,893

雑収入 7,117 3,474

営業外収益合計 27,001 30,424

営業外費用

支払利息 6,403 5,051

手形売却損 2,316 2,078

雑損失 - 1

営業外費用合計 8,719 7,131

経常利益 94,543 163,068

特別利益

固定資産売却益 1,248 4,675

特別利益合計 1,248 4,675

特別損失

固定資産除却損 2,661 5,681

特別損失合計 2,661 5,681

税金等調整前四半期純利益 93,130 162,062

法人税等 39,961 55,570

四半期純利益 53,169 106,492

親会社株主に帰属する四半期純利益 53,169 106,492
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 53,169 106,492

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 34,447 △31,925

繰延ヘッジ損益 4,563 △8,218

持分法適用会社に対する持分相当額 8,350 △4,146

その他の包括利益合計 47,362 △44,289

四半期包括利益 100,531 62,202

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 100,531 62,202
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

   

（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。 

 

（セグメント情報） 

前第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27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 
調整額 

(注)１ 

四 半 期 連 結

損 益 計 算 書

計上額(注)２木材事業 物流事業 不動産事業 
木材害虫防除

関連事業 
計 

売上高    

 外部顧客へ 

の売上高 4,453,566 1,109,808 72,143 144,651 5,780,170 ― 5,780,170

 セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
― 23,824 ― ― 23,824 △23,824 ―

計 4,453,566 1,133,632 72,143 144,651 5,803,994 △23,824 5,780,170

セグメント利益 

又は損失(△) △6,323 52,851 24,316 16,122 86,966 △10,706 76,260

(注)１．セグメント利益又は損失(△)の調整額△10,706千円のうち、△11,342千円はのれん償却額であり、636千円はセグメ

ント間取引消去であります。 

  ２．セグメント利益又は損失(△)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28年４月１日 至 平成28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 
調整額 

(注)１ 

四 半 期 連 結

損 益 計 算 書

計上額(注)２木材事業 物流事業 不動産事業 
木材害虫防除

関連事業 
計 

売上高    

 外部顧客へ 

の売上高 4,716,256 1,131,664 72,111 151,964 6,071,997 ― 6,071,997

 セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
― 18,663 ― ― 18,663 △18,663 ―

計 4,716,256 1,150,328 72,111 151,964 6,090,661 △18,663 6,071,997

セグメント利益 44,089 55,675 24,168 15,215 139,149 627 139,776

(注)１．セグメント利益の調整額627千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。 
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