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  （百万円未満切捨て）

（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５月期第１四半期  9,433  20.9  208  △5.6  231  10.8  179  1.1

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

（注）包括利益 26年５月期第１四半期 144百万円（ ％） △33.5   25年５月期第１四半期 217百万円 （ ％） △18.5

  
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 

26年５月期第１四半期  28.75  －

25年５月期第１四半期  28.44  －

  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 

26年５月期第１四半期  30,068  4,092  13.6  654.28

25年５月期  28,990  4,004  13.8  640.22

（参考）自己資本 26年５月期第１四半期 4,092百万円   25年５月期 4,004百万円 

  
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 
25年５月期  － 0.00 － 9.00  9.00

26年５月期  －       
26年５月期（予想）   0.00 － 10.00  10.00

（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５月期の連結業績予想（平成25年６月１日～平成26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）  19,000  16.4  250  △14.6  210  △14.5  100  △67.3  15.99

通期  38,000  6.7  600  3.0  500  △3.0  300  41.4  47.97

（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 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（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） 26年５月期１Ｑ 8,926,896株 25年５月期 8,926,896株

②  期末自己株式数 26年５月期１Ｑ 2,672,648株 25年５月期 2,672,612株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年５月期１Ｑ 6,254,257株 25年５月期１Ｑ 6,254,313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連結財務諸表に対するレビュー手続が実施

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、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ページの「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）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わが国経済は、復興需要や新政権による経済政策により円安、株式市場が上

昇し企業業績の回復及び個人消費も回復傾向で明るい兆しが見えたものの、新興国経済の鈍化などから依然として

先行き不透明な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9,433百万円（前年同期比20.9％増）、営業利益は208

百万円（同5.6％減）、経常利益は231百万円（同10.8％増）、四半期純利益は179百万円（同1.1％増）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、公共投資、被災住宅及び新設戸建住宅着工戸数の増加で一般建築資材の受注増加など

により売上高は前年同期を上回ったものの、資材価格の上昇や価格競争により営業利益は減少いたしました。 

 この結果、売上高は2,814百万円（同4.0％増）、営業利益は36百万円（同51.4％減）となりました。 

 流通事業におきましては、「イエローグローブ佐呂間店」（北海道常呂郡）をオープンするなど販売力の強化に

努めました。売上高、営業利益は前年同期の水準を確保することができました。 

 この結果、売上高は4,070百万円（同1.8％増）、営業利益は120百万円（同3.2％減）となりました。 

 住宅事業におきましては、新政権による経済政策及び消費税の駆け込み需要などにより個人の持家及び増改築工

事が増加し、新設の戸建て着工件数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404百万円（同43.0％増）、営業損失は16百万円（前年同期は33百万円の損失）となりまし

た。 

 建設事業におきましては、公共投資及びサービス付き高齢者向け住宅などの増加により、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779百万円（同67.9％増）、営業利益は39百万円（同335.6％増）となりました。 

 不動産賃貸事業におきましては、売上高は135百万円（同0.7％減）、営業利益は56百万円（同23.0％増）となり

ました。 

 自動車関連事業におきましては、エコカー補助金が終了し新車の販売台数は減少したものの、ガソリンの高騰に

より小型の低燃費車の販売は順調に推移しております。なお、自動車関連事業につきましては、前第３四半期連結

会計期間より経営成績に反映しております。 

 この結果、売上高は1,019百万円、営業損失は27百万円となりました。 

 サービス等事業におきましては、売上高は208百万円（同2.0％減）、営業利益は６百万円（同77.8％増）となり

ました。なお、従来「流通事業」に含めておりました介護用品の販売については、当第１四半期連結会計期間よ

り、サービス付き高齢者向け住宅、デイケア施設等を取得しケアサービス事業の展開を拡大するため、セグメント

を「サービス等事業」に変更いたしました。 

  

 （２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は30,068百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,078百万円増加

しております。主な要因としましては受取手形及び売掛金が574百万円、商品及び製品が149百万円それぞれ増加し

たことなどによるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ990百万円増加し、25,976百万円となりました。主な要因としましては、

長期借入金が236百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が674百万円及び短期借入金が459百万円それぞれ増

加したことなどによるものであります。 

 純資産は、4,092百万円となり前連結会計年度末に比べ87百万円増加しております。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成25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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   



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５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,356,521 1,370,029

受取手形及び売掛金 2,930,783 3,505,458

営業貸付金 1,197,029 1,164,590

商品及び製品 3,552,487 3,702,163

販売用不動産 3,346,747 3,198,985

原材料及び貯蔵品 793,194 900,029

未成工事支出金 212,384 206,790

その他 1,675,866 1,542,538

貸倒引当金 △673,675 △363,934

流動資産合計 14,391,339 15,226,651

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,032,106 3,119,723

賃貸用資産(純額) 4,374,683 4,357,159

土地 4,043,452 4,043,452

その他（純額） 687,674 880,725

有形固定資産合計 12,137,916 12,401,060

無形固定資産 142,892 137,528

投資その他の資産   

投資有価証券 1,260,136 1,199,511

その他 1,201,859 1,549,492

貸倒引当金 △143,347 △445,260

投資その他の資産合計 2,318,647 2,303,742

固定資産合計 14,599,456 14,842,331

資産合計 28,990,796 30,068,983

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,778,174 6,452,294

短期借入金 12,380,498 12,840,302

未払法人税等 103,949 89,865

引当金 185,653 206,380

その他 1,403,112 1,487,793

流動負債合計 19,851,387 21,076,636

固定負債   

長期借入金 3,607,053 3,370,523

退職給付引当金 359,315 371,067

役員退職慰労引当金 56,641 59,406

その他 1,112,263 1,099,330



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

固定負債合計 5,135,273 4,900,327

負債合計 24,986,661 25,976,964

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 1,474,266 1,597,285

自己株式 △1,303,556 △1,303,582

株主資本合計 3,900,005 4,022,999

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 104,128 69,019

その他の包括利益累計額合計 104,128 69,019

純資産合計 4,004,134 4,092,019

負債純資産合計 28,990,796 30,068,983



（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６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 7,799,822 9,433,012

売上原価 6,173,930 7,512,630

売上総利益 1,625,892 1,920,382

販売費及び一般管理費 1,405,218 1,712,073

営業利益 220,673 208,308

営業外収益   

受取利息 1,454 1,472

受取配当金 29,028 26,952

受取保険金 12,501 14,379

その他 33,934 46,887

営業外収益合計 76,919 89,692

営業外費用   

支払利息 65,178 59,417

その他 23,259 6,891

営業外費用合計 88,438 66,308

経常利益 209,155 231,693

特別利益   

固定資産売却益 927 551

投資有価証券売却益 7,927 －

特別利益合計 8,855 551

特別損失   

固定資産売却損 434 －

固定資産廃棄損 － 660

投資有価証券評価損 41,252 －

特別損失合計 41,686 660

税金等調整前四半期純利益 176,324 231,584

法人税、住民税及び事業税 36,284 47,671

法人税等調整額 △37,841 4,086

法人税等合計 △1,556 51,758

少数株主損益調整前四半期純利益 177,880 179,826

四半期純利益 177,880 179,826



（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６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 177,880 179,826

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 39,710 △35,109

その他の包括利益合計 39,710 △35,109

四半期包括利益 217,591 144,717

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 217,591 144,717



 該当事項はありません。   

   

   

 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）
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