
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
       

 
       

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 4,257 12.4 53 136.1 1 ― △5 ―
25年３月期第１四半期 3,788 10.3 22 △65.3 △6 ― △15 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 １百万円( ―％) 25年３月期第１四半期 △28百万円( ―％)

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

26年３月期第１四半期 △0 58 ―
25年３月期第１四半期 △1  70 ―

（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 ％

26年３月期第１四半期 14,019 568 4.1
25年３月期 14,518 566 3.9

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 568百万円 25年３月期 566百万円

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

25年３月期 ― ― ― 0 00 0 00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) ― ― 0 00 0 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）

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) 9,338 13.8 175 15.1 49 4.3 40 △20.0 4 49
通期 18,862 9.8 396 32.9 137 98.6 100 117.4 11 22

(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

（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) 26年３月期１Ｑ 9,111,190株 25年３月期 9,111,190株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 196,509株 25年３月期 195,008株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 8,915,824株 25年３月期１Ｑ 8,912,526株

※ 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、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のレビュー手続は終了しておりません。

※ 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３ページ「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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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による金融及び各種経済対策の効果等によ

り企業収益や個人消費が持ち直すなど、緩やかな回復基調にありますが、円安による原材料価格の上

昇や新興国の経済成長の鈍化が懸念されるなど、景気の先行き不透明感は依然として払拭されないま

ま推移しております。 

住宅関連業界におきましては、住宅取得促進策の効果や復興関連需要等により、新設住宅着工戸数

は24万１千戸（前年同四半期比11.8％増加）となり、持ち直しの動きがみられます。 

このような事業環境のもと、当社グループは、「３ケ年経営計画」の初年度として、更なる収益性

並びに財務体質の改善のための諸施策に取り組みました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,257,476千円（前年同四半期比12.4％増加）と

なりました。損益面では、営業利益53,833千円（前年同四半期比136.1％増加）、経常利益1,308千円

（前年同四半期は経常損失6,216千円）、四半期純損失5,203千円（前年同四半期は四半期純損失

15,109千円）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。 

なお、セグメント区分を見直し当第１四半期連結累計期間より、広葉樹加工製品の商事販売につい

て、「木材事業」から「建材事業」に変更しております。前年同四半期比の金額及び増減率について

は、変更後の区分により計算し記載しております。 

・ 木材事業  

木材事業につきましては、新設住宅着工戸数が前年同四半期に比べ増加したことと、針葉樹製品を

主に販売エリアの拡大を図ったこと等から、全般的に取り扱い数量が増加したため、売上高が前年同

四半期に比べ増加しました。この結果、売上高は、3,408,737千円（前年同四半期比14.5％増加）、

セグメント利益（営業利益）は、89,797千円（前年同四半期比19.3％増加）となりました。 

・ 建材事業  

建材事業につきましては、新設住宅着工戸数が前年同四半期に比べ増加したことと、営業体制の強

化及び取扱い商品の拡充を図ったこと等から、売上高が前年同四半期に比べ増加しました。この結

果、売上高は、617,147千円（前年同四半期比9.5％増加）、セグメント損失（営業損失）35,181千円

（前年同四半期はセグメント損失（営業損失）63,381千円）となりました。 

・ その他 

プレカット事業につきましては、地域密着の営業活動により受注を確保するとともに、住宅周辺業

務の強化に努めましたが、売上高が前年同四半期に比べ減少しました。また、不動産賃貸事業は、計

画どおりの収入・収益をあげることができました。この結果、売上高は、231,591千円（前年同四半

期比6.3％減少）、セグメント損失（営業損失）は、781千円（前年同四半期はセグメント利益（営業

利益）10,889千円）となりました。 

  

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
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当第１四半期連結会計期間末の資産については、前連結会計年度末に比べ499,355千円減少し

14,019,200千円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が335,024千円及び前渡金が

176,928千円減少したこと等によるものであります。  

負債については、前連結会計年度末に比べ501,145千円減少し13,450,838千円となりました。この

主な要因は、短期及び長期借入金が461,663千円減少したこと等によるものであります。  

純資産については、前連結会計年度末に比べ1,789千円増加し568,362千円となりました。この主な

要因は、四半期純損失5,203千円を計上しましたが、その他有価証券評価差額金が3,798千円及び為替

換算調整勘定が1,980千円増加したこと等によるものであります。  

  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月15日に公表いたしました業績予想に変

更はありません。 

なお、業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、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可能性があります。  

  

該当事項はありません。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項
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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 894,781 872,300

受取手形及び売掛金 5,171,207 4,836,182

商品及び製品 2,779,091 2,787,540

仕掛品 19,549 33,162

原材料及び貯蔵品 288,553 321,150

前渡金 326,561 149,632

その他 178,261 179,799

貸倒引当金 △392,016 △413,951

流動資産合計 9,265,990 8,765,816

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 399,732 392,795

機械装置及び運搬具（純額） 46,054 42,161

土地 3,129,910 3,129,910

山林 489,352 489,152

リース資産（純額） 256,662 242,947

その他（純額） 3,057 2,764

有形固定資産合計 4,324,769 4,299,731

無形固定資産   

その他 20,636 20,282

無形固定資産合計 20,636 20,282

投資その他の資産   

投資有価証券 160,428 166,257

長期貸付金 160,916 165,753

破産更生債権等 1,009,635 975,998

その他 551,045 552,023

貸倒引当金 △974,866 △926,664

投資その他の資産合計 907,158 933,369

固定資産合計 5,252,565 5,253,383

資産合計 14,518,555 14,019,200
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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 3,580,048 3,558,602

短期借入金 8,633,788 8,224,883

リース債務 55,593 54,815

未払法人税等 26,401 12,373

賞与引当金 11,686 18,238

その他 180,924 177,361

流動負債合計 12,488,443 12,046,275

固定負債   

長期借入金 974,392 921,634

リース債務 211,628 198,037

繰延税金負債 10,028 12,039

退職給付引当金 250,165 255,483

資産除去債務 12,756 12,797

その他 4,570 4,570

固定負債合計 1,463,540 1,404,562

負債合計 13,951,983 13,450,838

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,502,459 1,502,459

資本剰余金 1,000,000 1,000,000

利益剰余金 △1,920,216 △1,925,420

自己株式 △14,738 △14,838

株主資本合計 567,505 562,200

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,163 19,961

繰延ヘッジ損益 △411 903

為替換算調整勘定 △16,683 △14,703

その他の包括利益累計額合計 △932 6,161

純資産合計 566,572 568,362

負債純資産合計 14,518,555 14,019,200
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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 3,788,069 4,257,476

売上原価 3,437,871 3,857,135

売上総利益 350,197 400,341

販売費及び一般管理費 327,394 346,507

営業利益 22,803 53,833

営業外収益   

受取利息 730 534

受取配当金 8,862 9,675

為替差益 723 5,487

その他 26,399 1,533

営業外収益合計 36,716 17,231

営業外費用   

支払利息 47,388 47,438

持分法による投資損失 361 －

その他 17,986 22,318

営業外費用合計 65,735 69,757

経常利益又は経常損失（△） △6,216 1,308

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△6,216 1,308

法人税、住民税及び事業税 8,912 6,530

法人税等調整額 △18 △18

法人税等合計 8,893 6,511

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △15,109 △5,203

四半期純損失（△） △15,109 △5,203
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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損失（△） △15,109 △5,203

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,566 3,798

繰延ヘッジ損益 653 1,315

為替換算調整勘定 △7,334 1,980

その他の包括利益合計 △13,247 7,093

四半期包括利益 △28,357 1,890

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △28,357 1,890

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  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) 

１．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 

 
（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、プレカット事業及び不動産賃貸 

 等事業を含んでおります。 

 ２ 調整額はセグメント間取引の消去であります。 

 ３ 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一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント
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
木材事業 建材事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,977,489 563,510 3,541,000 247,069 3,788,069 ─ 3,788,069

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

23,856 ─ 23,856 4,661 28,517 △28,517 ─

計 3,001,345 563,510 3,564,856 251,730 3,816,587 △28,517 3,788,069

セグメント利益又は損失(△) 75,295 △63,381 11,914 10,889 22,803 ─ 22,803
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Ⅱ  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) 

１．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 

 
（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、プレカット事業及び不動産賃貸 

 等事業を含んでおります。 

 ２ 調整額はセグメント間取引の消去であります。 

 ３ 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一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第１四半期連結会計期間より、「３ケ年経営計画」における事業戦略上の組織変更に伴い、広葉樹

加工製品の商事販売について、セグメントの区分を見直し、従来の「木材事業」から「建材事業」に変

更しております。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成しておりま

す。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
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
木材事業 建材事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 3,408,737 617,147 4,025,885 231,591 4,257,476 ─ 4,257,476

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

17,594 ─ 17,594 4,661 22,255 △22,255 ─

計 3,426,332 617,147 4,043,479 236,252 4,279,732 △22,255 4,257,476

セグメント利益又は損失(△) 89,797 △35,181 54,615 △781 53,833 ─ 53,833
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