
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ジューテックホールディングス株式会社 上場取引所 大 

コード番号 3157 URL http://www.jutec-hd.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 足立 建一郎

問合せ先責任者 （役職名） 財務経理部長 （氏名） 岩谷 昌弘 TEL 03-5765-6600
四半期報告書提出予定日 平成23年8月11日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(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 ％

24年3月期第1四半期 31,527 1.0 63 ― 149 125.8 121 746.3
23年3月期第1四半期 31,213 ― △17 ― 66 ― 14 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 23百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △74百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 10.19 ―

23年3月期第1四半期 1.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 57,621 6,005 10.3
23年3月期 54,193 6,030 11.0

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,943百万円 23年3月期  5,968百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 3.00 ― 4.00 7.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 64,000 △0.3 100 △69.0 250 △48.7 150 △53.5 12.59
通期 135,000 2.7 850 △9.2 1,130 △15.3 550 △26.1 46.16



(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  

(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 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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き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、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。詳細については、（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）連結業績予想に関
する定性的情報をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年3月期1Q 11,971,350 株 23年3月期 11,971,350 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 56,598 株 23年3月期 56,521 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 11,914,784 株 23年3月期1Q 11,914,842 株
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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、平成23年３月に発生した東日本大震災や原子力発

電所事故の影響が色濃く残るなか、生産や輸出が徐々に回復に向かいつつあることなどから一部に上向

きの動きが見られ始めたものの、円高基調の長期化や電力供給不足の影響が懸念される先行き不透明な

状況での推移となりました。 

当住宅関連業界におきましても、東日本大震災の影響による混乱はありましたが、次第に落ち着きを

取り戻し、新設住宅着工戸数は堅調な推移となったものの、厳しい所得環境や雇用情勢の悪化などから

引続き予断を許さない状況での推移となっております。 

このような環境の中で当社グループは、震災後の復旧に必要となる建築資材の確保や迅速な供給に努

めたほか、太陽光発電システムをはじめとした環境配慮商品の拡販に努める一方で、地域に密着した営

業戦略の実施と意思決定のスピードアップを図るためエリア本部制を導入するなど、営業体制の見直し

を行いました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、31,527百万円（前年同期比1.0％増）とな

りました。利益面は、売上総利益率が前年同期に比して0.5ポイント上昇したことなどにより、営業利

益が63百万円（前年同期は17百万円の損失）、経常利益が149百万円（前年同期比125.8％増）及び四半

期純利益が121百万円（前年同期比746.3％増）となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比して3,428百万円増加の57,621百万

円となりました。これは主として、現金及び預金が739百万円並びに受取手形及び売掛金が2,788百万円

それぞれ増加したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比して3,452百万円増加の51,616百万円となりました。これは主とし

て、短期借入金が3,500百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比して24百万円減少の6,005百万円となりました。これは主として、

利益剰余金が73百万円増加した一方で、その他有価証券評価差額金が98百万円減少したことによりま

す。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比して0.7ポイント減少の10.3％となりました。 

  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後の様々な要因によって

予想値と異なる可能性があります。なお、平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５

月17日「平成23年３月期決算短信」で公表いたしました業績数値から変更はございません。 

  

１．当四半期決算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

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,797 11,537

受取手形及び売掛金 27,705 30,493

たな卸資産 2,431 2,975

繰延税金資産 248 317

その他 2,241 1,753

貸倒引当金 △1,138 △1,271

流動資産合計 42,286 45,806

固定資産

有形固定資産

土地 7,859 7,859

その他 1,375 1,397

有形固定資産合計 9,235 9,257

無形固定資産 153 155

投資その他の資産

投資有価証券 1,240 1,083

その他 2,591 2,633

貸倒引当金 △1,314 △1,314

投資その他の資産合計 2,517 2,402

固定資産合計 11,906 11,815

資産合計 54,193 57,621

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 38,454 38,569

短期借入金 2,100 5,600

1年内償還予定の社債 120 120

1年内返済予定の長期借入金 1,240 1,181

未払法人税等 107 93

引当金 562 298

その他 1,022 1,485

流動負債合計 43,608 47,349

固定負債

社債 360 360

長期借入金 2,490 2,272

繰延税金負債 570 503

引当金 286 297

負ののれん 24 22

その他 823 810

固定負債合計 4,555 4,266

負債合計 48,163 51,616
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30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 4,561 4,634

自己株式 △14 △14

株主資本合計 5,691 5,764

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 279 180

繰延ヘッジ損益 △2 △1

その他の包括利益累計額合計 277 178

少数株主持分 61 61

純資産合計 6,030 6,005

負債純資産合計 54,193 57,621
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 31,213 31,527

売上原価 28,548 28,687

売上総利益 2,664 2,839

販売費及び一般管理費 2,681 2,775

営業利益又は営業損失（△） △17 63

営業外収益

受取利息 4 3

受取配当金 10 12

仕入割引 84 75

不動産賃貸料 34 40

その他 40 42

営業外収益合計 174 174

営業外費用

支払利息 28 26

手形売却損 3 3

売上割引 51 55

その他 7 3

営業外費用合計 90 88

経常利益 66 149

特別利益

固定資産売却益 3 2

特別利益合計 3 2

特別損失

会員権評価損 18 －

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 47 －

税金等調整前四半期純利益 21 151

法人税、住民税及び事業税 34 98

法人税等調整額 △27 △68

法人税等合計 6 29

少数株主損益調整前四半期純利益 14 121

少数株主利益 0 0

四半期純利益 14 121
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 14 121

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △91 △98

繰延ヘッジ損益 1 0

その他の包括利益合計 △89 △98

四半期包括利益 △74 23

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △74 23

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）追加情報

（５）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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