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

（注）当社は、平成21年10月１日付で、株式会社ジューテックより単独株式移転の方式にて設立されたため、前年同四半期実績及び対前年同四半期増減
率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年3月期第2四半期 64,201 ― 322 ― 487 ― 322 ―

22年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 27.09 ―

22年3月期第2四半期 ― ―

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 54,727 5,459 9.9 453.17
22年3月期 48,646 5,253 10.7 435.96

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  5,399百万円 22年3月期  5,194百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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 ― ― ― 3.00 3.00
23年3月期 ― 3.00

23年3月期 
（予想）

― 3.00 6.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（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  無  
 

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 128,000 4.3 600 59.9 880 30.0 670 3.5 56.23



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結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連結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。 

(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 
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 
１．平成22年５月10日付で公表いたしました連結業績予想及び配当予想を修正しております 
２．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、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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
て、並びに上記１に係る業績予想及び配当予想の内容については、（添付資料）３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報(３)連結業績予
想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４ページ「２．その他の情報」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 11,971,350株 22年3月期  11,971,350株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  56,521株 22年3月期  56,436株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 11,914,836株 22年3月期2Q 11,915,648株



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ………………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

2. その他の情報 …………………………………………………………………………… 4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………… 4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… 4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… 4 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………… 4 

3. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 5 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 5 

(2) 四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 7 

【第２四半期連結累計期間】 ………………………………………………………… 7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 8 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 10 

(5) セグメント情報 ……………………………………………………………………… 10 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 10 

○添付資料の目次

ジューテックホールディングス㈱　（3157）　平成23年3月期　第2四半期決算短信

－1－



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長等の外需要因に支えられ、緩や

かな回復基調となったものの、雇用情勢は依然として厳しく、円高の進行やデフレなど、先行きの不透

明な状況で推移いたしました。住宅関連業界においては、住宅エコポイント制度や住宅投資に対する減

税処置の拡大など住宅投資に対する優遇施策が下支えとなり、住宅需要は、やや上向きでの推移となり

ましたが、景気の不透明感や雇用不安の影響から本格的な回復基調には至っておりません。 

 このような環境の中で当社グループは、社会的なニーズが高い太陽光発電システムやオール電化関連

商品のほか、管理された森林木を使用したFSC認証商品やPEFC認証商品などの省エネ性、環境性に優れ

た商品の拡販に努める一方で、事業効率の見直しや販管費の削減など収益力の強化を図ってまいりまし

た。その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は64,201百万円（前年同四半期比5.6％増）となり

ました。利益面は、増収となったことや、売上総利益率の向上したことなどにより営業利益が322百万

円（前年同四半期比307百万円の増加）となり、営業外損益が165百万円のプラスとなったことにより、

経常利益は487百万円（前年同四半期比347.3％増）となりました。また、事業整理損失引当金戻入額64

百万円を特別利益に計上した一方で、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額29百万円を特別損失に

計上したことなどにより、四半期純利益は322百万円（前年同四半期比215.0％増）となりました。 

  

※当社は、平成21年10月１日に単独株式移転により株式会社ジューテックの完全親会社として設立され

たため、参考として株式会社ジューテックの平成22年３月期第２四半期の連結経営成績と比較して記載

しております。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比して6,080百万円増加の

54,727百万円となりました。これは主として、受取手形及び売掛金が6,801百万円増加したことによる

ものであります。 

 負債については、前連結会計年度末に比して5,874百万円増加の49,267百万円となりました。これは

主として、支払手形及び買掛金が2,564百万円及び短期借入金が3,350百万円それぞれ増加したことによ

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して206百万円増加の5,459百万円となり、自己資本比率は

前連結会計年度末に比して0.8ポイント減少の9.9％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、8,614百万円

となりました。 

 営業活動の結果、資金は3,100百万円の減少となりました。これは主として、税金等調整前四半期純

利益が502百万円あったほか、仕入債務の増加額が2,607百万円及び未収入金の減少額が525百万円あっ

た一方で、売上債権の増加額が7,046百万円あったことによるものであります。 

 投資活動の結果、資金は122百万円の増加となりました。これは主として、敷金及び保証金の回収に

よる収入が83百万円あったことによるものであります。 

 財務活動の結果、資金は3,127百万円の増加となりました。これは主として、短期借入金の純増額が

3,350百万円あったことによるものであります。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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通期の業績予想及び配当予想につきましては、当第２四半期累計期間の連結業績を勘案し、平成22年

５月10日に公表いたしました予想数値から修正しております。詳細につきましては、平成22年10月21日

付「業績予想の修正に関するお知らせ」並びに平成22年10月29日付「配当予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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、営業利益、経常利益が1百万円及び税金等調整前四

半期純利益が31百万円それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債

務の変動額は38百万円であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,624 8,483

受取手形及び売掛金 30,941 24,139

商品 1,851 1,884

未成工事支出金 314 289

その他 2,184 2,702

貸倒引当金 △1,258 △1,179

流動資産合計 42,659 36,318

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,386 1,423

土地 7,978 7,978

その他（純額） 133 131

有形固定資産合計 9,498 9,534

無形固定資産 201 241

投資その他の資産

投資有価証券 1,001 1,130

その他 2,409 2,600

貸倒引当金 △1,042 △1,178

投資その他の資産合計 2,367 2,552

固定資産合計 12,068 12,328

資産合計 54,727 48,646

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 37,547 34,983

短期借入金 4,250 900

1年内償還予定の社債 120 560

1年内返済予定の長期借入金 688 748

未払法人税等 74 124

賞与引当金 372 320

役員賞与引当金 14 1

事業整理損失引当金 － 130

その他 983 852

流動負債合計 44,051 38,620

固定負債

社債 420 220

長期借入金 3,286 3,150

役員退職慰労引当金 224 208

その他の引当金 46 44

その他 1,238 1,149

固定負債合計 5,215 4,773

負債合計 49,267 43,393
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 850 850

資本剰余金 294 294

利益剰余金 4,175 3,888

自己株式 △14 △14

株主資本合計 5,304 5,017

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 102 187

繰延ヘッジ損益 △7 △11

評価・換算差額等合計 94 176

少数株主持分 60 58

純資産合計 5,459 5,253

負債純資産合計 54,727 48,646
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

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

売上高 64,201

売上原価 58,543

売上総利益 5,657

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 728

貸倒引当金繰入額 122

給料 1,753

賞与引当金繰入額 366

役員賞与引当金繰入額 14

役員退職慰労引当金繰入額 16

退職給付費用 116

賃借料 453

減価償却費 120

その他 1,642

販売費及び一般管理費合計 5,335

営業利益 322

営業外収益

受取利息 9

受取配当金 11

仕入割引 176

不動産賃貸料 73

その他 93

営業外収益合計 364

営業外費用

支払利息 56

手形売却損 11

売上割引 107

その他 23

営業外費用合計 199

経常利益 487

特別利益

固定資産売却益 4

事業整理損失引当金戻入額 64

特別利益合計 69

特別損失

固定資産除却損 6

会員権評価損 17

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 29

特別損失合計 54

税金等調整前四半期純利益 502

法人税、住民税及び事業税 70

法人税等調整額 106

法人税等合計 177

少数株主損益調整前四半期純利益 324

少数株主利益 2

四半期純利益 322

ジューテックホールディングス㈱　（3157）　平成23年3月期　第2四半期決算短信

－7－



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益 502

減価償却費 136

貸倒引当金の増減額（△は減少） 122

賞与引当金の増減額（△は減少） 52

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △130

受取利息及び受取配当金 △21

仕入割引 △176

支払利息及び手形売却損 67

売上割引 107

固定資産売却損益（△は益） △4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 29

売上債権の増減額（△は増加） △7,046

たな卸資産の増減額（△は増加） △19

未収入金の増減額（△は増加） 525

仕入債務の増減額（△は減少） 2,607

未払消費税等の増減額（△は減少） 30

その他 238

小計 △2,977

利息及び配当金の受取額 19

仕入割引の受取額 131

利息の支払額 △58

手形売却に伴う支払額 △11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △204

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △19

有形固定資産の売却による収入 6

無形固定資産の取得による支出 △20

投資有価証券の取得による支出 △7

投資有価証券の売却による収入 1

貸付金の回収による収入 19

敷金及び保証金の差入による支出 △6

敷金及び保証金の回収による収入 83

保険積立金の解約による収入 26

その他 38

投資活動によるキャッシュ・フロー 122
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（単位：百万円）

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

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） 3,350

長期借入れによる収入 500

長期借入金の返済による支出 △423

社債の発行による収入 296

社債の償還による支出 △540

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △35

少数株主への配当金の支払額 △0

その他 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 148

現金及び現金同等物の期首残高 8,466

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,614
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該当事項はありません。 

  

１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。 

 当社グループは、持株会社制度を採用し、当社がグループ全体の経営戦略策定等を行い、主に商品・

サービス別に設置された各事業会社が、それぞれの事業活動を行っております。 

 従って、当社グループは、各事業会社を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「住宅資材販売事業」及び「物流事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「住宅資材販売事業」は、主に合板、建材、住宅設備機器等の卸売をしております。「物流事業」

は、主に一般貨物の運送を行っております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高及び利益に関する情報 

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

(単位：百万円)  

 
(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、建築工事業、マンションリフォ

ーム業、情報システムの賃貸及び保険代理店業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額8百万円には、セグメント間取引消去9百万円、当社と報告セグメント等との内部取

引消去15百万円及び報告セグメントに帰属しない全社費用16百万円等が含まれております。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。 

  

３ 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。 

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 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)

住宅資材 
販売

物流 計

売上高

 外部顧客への売上高 63,536 192 63,728 472 64,201 ― 64,201

 セグメント間の内部 
売上高又は振替高

52 194 247 15 263 △263 ―

計 63,589 387 63,976 487 64,464 △263 64,201

セグメント利益 291 21 312 1 313 8 322

(6) 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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