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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年3月期第2四半期 9,169 18.7 200 210.9 203 204.9 97 184.8
22年3月期第2四半期 7,725 △24.0 64 △41.5 66 △28.7 34 △36.2

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

23年3月期第2四半期 23.53 ―

22年3月期第2四半期 8.26 ―

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

23年3月期第2四半期 12,643 2,386 18.9 578.05
22年3月期 11,703 2,375 20.3 575.58

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,386百万円 22年3月期  2,375百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― ― ― 7.50 7.50

23年3月期 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 7.50 7.50

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
  連結子会社取得に伴い、平成23年３月期第３四半期より連結財務諸表作成会社となります。連結業績予想につきましては本日公表いたしました「連結
決算開始に伴う平成23年３月期連結業績予想に関するお知らせ」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

通期 18,200 15.1 340 21.7 320 13.2 160 1.1 38.76



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P．２「２．その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 4,140,000株 22年3月期  4,140,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  12,221株 22年3月期  12,221株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 4,127,779株 22年3月期2Q 4,128,209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
法に基づく四半期財務諸表の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。 
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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２四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長や政府による経済対策などにより、企業収益に

改善の兆しが見られたものの、個人消費の不振や厳しい雇用環境、加えて円高、株価の低迷などの不安材料から先

行き不透明な状況が続きました。 

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は本格的な回復には至っていないも

のの、低金利や住宅ローン減税、贈与税の軽減措置の拡大などの諸政策により前年同期に比べわずかながら増加し、

当業界に特に関係が深い持家や戸建分譲住宅も徐々に持ち直しの兆しが表れております。 

このような状況のなか、当社は積極的な営業活動による拡販に努めてまいりました。この結果、売上高は91億6

千9百万円（前年同期比18.7％増）となり、利益面では、売上高の増加や売上原価率が改善されたことにより、営

業利益は2億円（前年同期比210.9％増）、経常利益は2億3百万円（前年同期比204.9％増）、四半期純利益は9千7百

万円（前年同期比184.8％増）となりました。 

 

  (2) 財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末における財政状態は、前事業年度末に比べ純資産が1千万円増加しましたが、総資産も9

億3千9百万円増加したため、自己資本比率は1.4ポイント減少し18.9％となりました。増減の主なものは、資産で

は受取手形及び売掛金が6億9千7百万円、たな卸資産が1億7千7百万円増加し、投資有価証券が8千1百万円減少しま

した。負債では、支払手形及び買掛金が9億4千6百万円増加しました。 

 

  (3) 業績予想に関する定性的情報 

通期業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の業績が当初予想を上回ったことから、平成22年５月14

日に公表いたしました平成23年３月期の通期業績予想を下記のとおり修正いたします。 

 

平成23年３月期通期業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23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 

 

前回発表予想(Ａ) 

百万円 

17,000 

百万円

320 

百万円

280 

百万円 

140 

円 銭

33.91 

今回発表予想(Ｂ) 18,200 340 320 160 38.76 

増減額(Ｂ－Ａ) 1,200 20 40 20 4.85 

増減率(％) 7.1 6.3 14.3 14.3 14.3 

(ご参考)前期実績 15,815 279 282 158 38.34 
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２．その他の情報 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。 

③ 税金費用の計算 

当事業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。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

これにより、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ621千円減少し、税引前四半期純利益

は6,932千円減少しております。 
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,272,132 1,037,250

受取手形及び売掛金 3,735,360 3,037,882

商品及び製品 1,051,689 856,822

仕掛品 19,222 24,247

原材料及び貯蔵品 420,913 408,248

未成工事支出金 54,632 79,315

繰延税金資産 54,532 51,918

その他 127,087 168,196

貸倒引当金 △60,200 △60,400

流動資産合計 6,675,370 5,603,483

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,799,366 2,861,534

土地 2,206,729 2,206,729

その他（純額） 298,879 275,858

有形固定資産合計 5,304,975 5,344,121

無形固定資産 28,142 36,762

投資その他の資産   

投資有価証券 385,741 467,250

その他 362,851 369,441

貸倒引当金 △113,400 △117,300

投資その他の資産合計 635,193 719,391

固定資産合計 5,968,311 6,100,276

資産合計 12,643,681 11,703,759

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,142,878 4,196,533

短期借入金 3,201,316 3,123,524

未払法人税等 74,099 93,331

賞与引当金 96,672 95,104

その他 118,552 198,308

流動負債合計 8,633,518 7,706,800

固定負債   

長期借入金 1,042,895 1,052,603

退職給付引当金 150,773 143,075

役員退職慰労引当金 133,115 128,873

長期預り保証金 78,463 81,233

繰延税金負債 129,525 167,797

その他 89,308 47,502

固定負債合計 1,624,080 1,621,084

負債合計 10,257,598 9,327,884
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

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 2,126,677 2,060,528

自己株式 △5,144 △5,144

株主資本合計 2,333,024 2,266,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56,722 100,565

繰延ヘッジ損益 △3,663 8,433

評価・換算差額等合計 53,058 108,999

純資産合計 2,386,083 2,375,874

負債純資産合計 12,643,681 11,703,759
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(2) 四半期損益計算書 
 (第２四半期累計期間) 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 7,725,519 9,169,516

売上原価 6,845,429 8,065,613

売上総利益 880,090 1,103,902

販売費及び一般管理費 815,709 903,712

営業利益 64,381 200,190

営業外収益   

受取利息 168 171

受取配当金 7,652 10,034

為替差益 13,229 12,664

助成金収入 10,312 2,183

雑収入 4,230 3,495

営業外収益合計 35,592 28,549

営業外費用   

支払利息 24,486 20,183

手形売却損 6,440 4,676

雑損失 2,335 500

営業外費用合計 33,262 25,360

経常利益 66,711 203,379

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,446 －

特別利益合計 3,446 －

特別損失   

固定資産除却損 － 22,385

投資有価証券評価損 9,572 7,945

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,310

特別損失合計 9,572 36,642

税引前四半期純利益 60,584 166,737

法人税等 26,487 69,629

四半期純利益 34,097 97,107
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 60,584 166,737

減価償却費 137,034 130,872

のれん償却額 4,000 4,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △68,000 △4,100

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,184 1,568

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,942 7,698

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,147 4,242

受取利息及び受取配当金 △7,820 △10,206

支払利息 24,486 20,183

固定資産除却損 － 22,385

投資有価証券評価損益（△は益） 9,572 7,945

売上債権の増減額（△は増加） △187,137 △709,986

たな卸資産の増減額（△は増加） 605,635 △177,822

仕入債務の増減額（△は減少） △714,152 971,241

未収消費税等の増減額（△は増加） 26,660 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 53,158 △64,066

その他 △157,085 20,533

小計 △227,453 391,224

利息及び配当金の受取額 7,820 10,202

利息の支払額 △24,535 △19,944

法人税等の支払額 △62,039 △91,604

営業活動によるキャッシュ・フロー △306,207 289,877

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △56,000 △60,000

定期預金の払戻による収入 72,000 84,000

投資有価証券の取得による支出 △79 △118

有形固定資産の取得による支出 △19,534 △75,210

有形固定資産の売却による収入 51 150

無形固定資産の取得による支出 △1,250 －

その他 △2,758 △9,266

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,571 △60,444

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 500,000 100,000

長期借入れによる収入 150,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △322,227 △381,916

リース債務の返済による支出 △5,238 △7,653

配当金の支払額 △31,006 △30,854

財務活動によるキャッシュ・フロー 291,528 29,576

現金及び現金同等物に係る換算差額 △145 △126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,396 258,882

現金及び現金同等物の期首残高 926,669 959,250

現金及び現金同等物の四半期末残高 904,272 1,218,132
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

   

(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。 

   

 ４．補足情報 

 セグメント別売上高 

セグメント 

当第２四半期累計期間 

自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日 

木 材 事 業 
132,787 ｍ3  

8,744,094 千円 

不動産事業 113,949 千円 

その他 (注 ) 311,472 千円 

合  計 
132,787 ｍ3  

9,169,516 千円 

(注) その他は「薬剤事業」であります。 
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