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１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 ％

27年３月期第１四半期 40,221 △0.6 138 △40.1 257 △24.6 168 3.7

26年３月期第１四半期 40,481 21.4 231 242.9 341 120.7 162 ―

(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 197百万円( △1.2％) 26年３月期第１四半期 199百万円( ― ％)

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

27年３月期第１四半期 14.17 ―

26年３月期第１四半期 13.67 ―

（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 ％

27年３月期第１四半期 69,209 9,227 13.3

26年３月期 69,053 9,102 13.2

(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 9,219百万円 26年３月期 9,094百万円

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

26年３月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00

27年３月期 ―

27年３月期(予想) 4.00 ― 5.00 9.00

(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27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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) 83,000 0.3 550 △20.4 700 △22.9 350 △29.3 29.38

通期 170,000 △3.0 1,400 △26.1 1,700 △31.9 900 △34.1 75.54

(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

（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) 27年３月期１Ｑ 11,971,350株 26年３月期 11,971,350株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 56,929株 26年３月期 56,929株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 11,914,421株 26年３月期１Ｑ 11,914,483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）連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明をご覧下さい。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による経済政策や金融政策の効果等により、緩や

かな回復基調が継続しております。個人消費についても、足元では消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動に

より一部弱含みとなるものの、雇用や所得環境が改善されてきており、次第に回復が見られる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は、消費税率引き上げ前の駆込み需要の反動の影響もあり、新設住宅着工戸数は前

年同期を下回る推移であったことに加え、人手不足による建築コストの上昇などが顕著となってきており、厳しい

経営環境での推移となりました。

このような環境の中で当社グループは、太陽光発電システムを始めとした市場ニーズの高い環境配慮商品や建築

資材の拡販に努めました。また、注力商品のひとつに掲げております木材の販売強化と木材販売における地域特性

に対応するため、東京、大阪、富山に木材販売専任部署を設置するとともに木材供給拠点の整備を図ったほか、今

後、岩手県沿岸部の被災エリアでの復興活動が本格化することを見据え、同地域における建築資材の物流網の充実

を図るため、平成26年６月に釜石物流センターを開設いたしました。また一方では、グループ全体の経営効率化及

び営業力強化を図るため、平成26年４月１日付で宮城県を中心に事業活動を行う株式会社グリーンハウザーと株式

会社仙建の統合を行いました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、40,221百万円（前年同期比0.6％減）、営業利益が

138百万円（前年同期比40.1％減）、経常利益が257百万円（前年同期比24.6％減）、四半期純利益が168百万円（前

年同期比3.7％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 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155百万円増加の69,209百万円となりまし

た。これは主として、たな卸資産が181百万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30百万円増加の59,981百万円となりました。これは主として、電子

記録債務を含む仕入債務が2,951百万円減少した一方で、短期借入金が3,350百万円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125百万円増加の9,227百万円となりました。これは主として、利

益剰余金が97百万円増加したことによるものであります。

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末から0.1ポイント増加の13.3％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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27年３月期の連結業績予想につきましては、平成26年５月12日付「平成26年３

月期決算短信」で公表いたしました業績予想数値から変更はございません。
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２．サマリー情報(注記事項)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

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。

（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。
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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)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,634 11,645

受取手形及び売掛金 39,326 39,087

たな卸資産 3,023 3,205

繰延税金資産 426 534

その他 2,218 1,209

貸倒引当金 △769 △728

流動資産合計 54,860 54,954

固定資産

有形固定資産

土地 8,639 8,619

その他 2,249 2,264

有形固定資産合計 10,888 10,884

無形固定資産

のれん 112 104

その他 238 249

無形固定資産合計 351 353

投資その他の資産

投資有価証券 1,567 1,598

その他 2,205 2,267

貸倒引当金 △820 △850

投資その他の資産合計 2,952 3,016

固定資産合計 14,192 14,254

資産合計 69,053 69,209
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 45,470 40,593

電子記録債務 4,145 6,071

短期借入金 1,650 5,000

1年内償還予定の社債 140 140

1年内返済予定の長期借入金 587 502

未払法人税等 541 232

賞与引当金 779 248

その他の引当金 71 13

その他 1,714 2,486

流動負債合計 55,100 55,288

固定負債

社債 80 80

長期借入金 2,483 2,423

繰延税金負債 694 678

引当金 272 226

退職給付に係る負債 180 189

その他 1,139 1,095

固定負債合計 4,849 4,692

負債合計 59,950 59,981

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 7,539 7,636

自己株式 △14 △14

株主資本合計 8,668 8,766

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 425 453

繰延ヘッジ損益 0 △0

その他の包括利益累計額合計 425 453

少数株主持分 8 7

純資産合計 9,102 9,227

負債純資産合計 69,053 69,209
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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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

売上高 40,481 40,221

売上原価 36,787 36,682

売上総利益 3,694 3,538

販売費及び一般管理費 3,462 3,400

営業利益 231 138

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 15 20

仕入割引 106 123

不動産賃貸料 36 41

その他 46 25

営業外収益合計 207 212

営業外費用

支払利息 20 17

手形売却損 2 2

売上割引 61 71

その他 13 3

営業外費用合計 97 94

経常利益 341 257

特別損失

減損損失 - 11

特別損失合計 - 11

税金等調整前四半期純利益 341 245

法人税、住民税及び事業税 356 235

法人税等調整額 △178 △158

法人税等合計 178 76

少数株主損益調整前四半期純利益 163 168

少数株主利益 0 0

四半期純利益 162 168
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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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 163 168

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 35 28

繰延ヘッジ損益 1 △0

その他の包括利益合計 36 28

四半期包括利益 199 197

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 199 197

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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（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）

該当事項はありません。

（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。
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