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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第１四半期 1,571 18.5 167 107.8 148 95.0 93 120.7

29年３月期第１四半期 1,326 0.1 80 △28.4 76 △28.9 42 △76.3
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 111百万円( 101.4％) 29年３月期第１四半期 55百万円(△72.5％)
　

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

30年３月期第１四半期 36.59 ―

29年３月期第１四半期 16.59 ―
　

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第１四半期 23,861 5,723 21.9

29年３月期 24,950 5,673 20.8
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 5,236百万円 29年３月期 5,198百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

29年３月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

30年３月期 ―

30年３月期(予想) ― ― ― ―
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配
当予想額は未定であります。

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 6,206 4.3 △733 ― △813 ― △991 ― △387.11
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期１Ｑ 3,360,369株 29年３月期 3,360,369株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 1,097,911株 29年３月期 1,097,911株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 2,562,458株 29年３月期１Ｑ 2,560,507株
　

(注) 期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式には、役員報酬BIP信託が保有している当社株式
（30年３月期第１四半期：83,086株）を含めております。

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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予想のご利用にあたっ
ての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの
将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、先行き不透明ではありますが、個人消費や企業の設備投資におい

て持ち直しの動きが見られ、緩やかな回復基調を持続しております。

　なお、当第１四半期連結累計期間における新設住宅着工戸数は、戸建住宅が前年同月比で19か月連続で増加したもの

のマンションでは、４月の増加から一転５月は減少するなど、引き続き今後の動向をしっかりと注視する必要があるも

のとなっております。

　このような経営環境のもと、当社グループは市場ニーズに合致した製品開発とサービス向上を図り、積極的な販売活

動を推進してまいりました。

　当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は1,571,377千円（前年同期比18.5％増）、営業利益は167,372千円（前

年同期比107.8％増）、経常利益は148,846千円（前年同期比95.0％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、

93,763千円（前年同期比120.7％増）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

① 木材環境ソリューション事業

主力製品であるマンション用床材を中心としたパーティクルボードの販売が堅調に推移し、廃棄物処理及び木材

チップの販売増などにより、売上高は1,465,546千円（前年同期比19.8％増）となりました。また、売上高の増加に

ともない、セグメント利益（営業利益）は173,914千円（前年同期比100.8％増）となりました。

② ファシリティ事業

テナントの稼働が堅調に推移し、売上高は105,831千円（前年同期比3.4％増）となりました。また、セグメント

利益（営業利益）は、51,587千円（前年同期比0.9％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産の部）

当第１四半期連結会計期間における資産の残高は23,861,969千円となり、前連結会計年度末に比べ1,088,672千円

減少いたしました。千葉県佐倉市に建築中の千葉工場（仮称）の建築資金等により現金及び預金が1,366,936千円減

少し、パーティクルボードの出荷増により商品及び製品が68,591千円減少したものの、建設仮勘定が341,594千円増

加したことが主たる要因であります。

（負債の部）

当第１四半期連結会計期間における負債の残高は18,138,139千円となり、前連結会計年度末に比べ1,138,536千円

減少いたしました。主として、未払金が1,099,578千円減少したことによるものであります。

（純資産の部）

当第１四半期連結会計期間における純資産の残高は5,723,830千円となり、前連結会計年度末に比べ49,863千円増

加いたしました。親会社株主に帰属する四半期純利益の計上が主たる要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、平成29年５月12日に公表しました平成30年３月期通期の予想数値から変更はありませ

ん。なお、連結業績予想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、その

達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,240,886 6,873,949

受取手形及び売掛金 1,634,016 1,582,927

商品及び製品 207,946 139,355

仕掛品 73,998 75,617

原材料及び貯蔵品 129,974 125,263

繰延税金資産 11,434 11,561

その他 55,771 65,331

貸倒引当金 △1,143 △1,164

流動資産合計 10,352,883 8,872,841

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,212,929 3,212,929

減価償却累計額 △2,425,483 △2,439,462

建物及び構築物（純額） 787,446 773,467

機械装置及び運搬具 7,722,740 7,858,988

減価償却累計額 △6,936,715 △7,007,421

機械装置及び運搬具（純額） 786,025 851,566

土地 5,460,494 5,460,494

建設仮勘定 7,255,394 7,596,989

その他 170,867 175,881

減価償却累計額 △140,521 △142,894

その他（純額） 30,345 32,987

有形固定資産合計 14,319,706 14,715,504

無形固定資産 49,405 47,358

投資その他の資産

投資有価証券 73,404 74,877

長期貸付金 4,672 4,333

破産更生債権等 858 858

繰延税金資産 1,316 1,478

敷金及び保証金 96,449 96,449

その他 53,203 49,525

貸倒引当金 △1,258 △1,258

投資その他の資産合計 228,646 226,264

固定資産合計 14,597,758 14,989,128

資産合計 24,950,642 23,861,969
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 649,775 632,700

1年内償還予定の社債 76,000 76,000

1年内返済予定の長期借入金 608,020 643,205

未払金 1,895,856 796,278

未払法人税等 116,078 43,911

賞与引当金 50,711 92,126

その他 225,094 221,973

流動負債合計 3,621,536 2,506,194

固定負債

社債 2,706,000 2,706,000

長期借入金 10,696,460 10,661,275

繰延税金負債 1,362,080 1,357,878

役員報酬BIP信託引当金 72,842 82,924

退職給付に係る負債 220,883 227,670

受入敷金保証金 327,835 327,835

資産除去債務 263,705 265,789

その他 5,331 2,571

固定負債合計 15,655,138 15,631,944

負債合計 19,276,675 18,138,139

純資産の部

株主資本

資本金 221,000 221,000

資本剰余金 114,201 114,201

利益剰余金 6,295,533 6,332,637

自己株式 △1,450,384 △1,450,384

株主資本合計 5,180,350 5,217,454

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 17,856 18,878

その他の包括利益累計額合計 17,856 18,878

非支配株主持分 475,759 487,497

純資産合計 5,673,966 5,723,830

負債純資産合計 24,950,642 23,861,969
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 1,326,126 1,571,377

売上原価 868,923 1,019,297

売上総利益 457,202 552,080

販売費及び一般管理費 376,666 384,707

営業利益 80,536 167,372

営業外収益

受取利息 9 17

受取配当金 876 1,133

受取家賃 865 372

助成金収入 ― 7,479

その他 893 2,159

営業外収益合計 2,645 11,162

営業外費用

支払利息 6,026 24,996

社債利息 338 1,346

その他 480 3,345

営業外費用合計 6,845 29,688

経常利益 76,336 148,846

特別利益

固定資産売却益 250 1,899

特別利益合計 250 1,899

税金等調整前四半期純利益 76,586 150,746

法人税、住民税及び事業税 36,276 44,838

法人税等調整額 △16,622 △4,493

法人税等合計 19,653 40,345

四半期純利益 56,933 110,401

非支配株主に帰属する四半期純利益 14,450 16,637

親会社株主に帰属する四半期純利益 42,482 93,763
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 56,933 110,401

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,599 1,022

その他の包括利益合計 △1,599 1,022

四半期包括利益 55,333 111,423

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 40,883 94,785

非支配株主に係る四半期包括利益 14,450 16,637
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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。

（セグメント情報等）

前第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)

木材環境
ソリューション

事業

ファシリティ
事業

合計

売上高

　外部顧客への売上高 1,223,808 102,317 1,326,126 ― 1,326,126

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,223,808 102,317 1,326,126 ― 1,326,126

セグメント利益 86,616 52,076 138,693 △58,156 80,536

(注) １．セグメント利益の調整額△58,156千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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29年４月１日 至 平成29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)

木材環境
ソリューション

事業

ファシリティ
事業

合計

売上高

　外部顧客への売上高 1,465,546 105,831 1,571,377 ― 1,571,377

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,465,546 105,831 1,571,377 ― 1,571,377

セグメント利益 173,914 51,587 225,501 △58,128 167,372

(注) １．セグメント利益の調整額△58,128千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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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