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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年12月31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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第３四半期 4,334 2.1 442 △2.6 297 △32.3 161 △63.3

28年３月期第３四半期 4,242 △8.1 454 △29.8 439 △28.0 441 △8.8
(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 214百万円(△56.4％) 28年３月期第３四半期 492百万円( △7.3％)
　

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

29年３月期第３四半期 63.23 ―

28年３月期第３四半期 172.57 ―
　

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（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 ％

29年３月期第３四半期 20,775 5,596 24.7

28年３月期 11,433 5,436 43.9
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 5,139百万円 28年３月期 5,023百万円
　

　　

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

28年３月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

29年３月期 ― 0.00 ―

29年３月期(予想) 20.00 20.00
(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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 6,217 10.6 522 △2.6 467 △9.5 308 △39.1 120.67
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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 ： 有

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) 29年３月期３Ｑ 3,660,369株 28年３月期 3,660,369株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 1,014,825株 28年３月期 1,100,025株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 2,561,812株 28年３月期３Ｑ 2,560,344株

　
(注)期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式には、役員報酬BIP信託が保有している当社株式（29

年３月期第２四半期：83,086株）を含めております。
　

　

※ 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レビュー手続の対象外であります。なお、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
（将来に関する記述等についてのご注意）
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、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「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．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３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融緩和の実施等を背景として、景

気は緩やかな回復基調が続いているものの中国など新興国の景気減速や英国のＥＵ離脱宣言、米国大統領選の影響など

により、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　当社グループが事業の主体を置く住宅市場においては、新設住宅着工戸数が戸建て住宅で増加したもののマンション

が減少したため、分譲住宅全体で減少となり依然として厳しい状況が続いております。このような経営環境のもと、当

社グループは市場ニーズに合致した製品開発とサービス向上を図り、積極的な販売活動及び設備投資を推進してまいり

ました。

　当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は4,334,133千円（前年同期比2.1％増）、営業利益は442,811千円（前年

同期比2.6％減）、経常利益は297,568千円（前年同期比32.3％減）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益

は、前期に特別利益として計上していた役員退職慰労引当金戻入額137,450千円の特殊要因がなくなったことなどから、

161,985千円（前年同期比63.3％減）となりました。

セグメント業績を示しますと、次のとおりであります。

① 木材環境ソリューション事業

マンション用床材を中心としたパーティクルボード販売は、素板及び加工品の販売が堅調に推移し、売上高

は4,023,765千円（前年同期比2.4％増）となりました。また、接着剤原料価格、電気料金及びガス料金等の減

少によりセグメント利益（営業利益）は466,689千円（前年同期比4.9％増）となりました。

② ファシリティ事業

テナントの稼働は堅調に推移し、売上高310,368千円（前年同期比1.4％減）、セグメント利益（営業利益）

は154,978千円（前年同期比2.1％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　（資産の部）

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ9,341,426千円増加し、20,775,232千円となりま

した。千葉工場（仮称）建築に伴う建設仮勘定5,014,872千円の増加並びに借入金及び社債の発行等により現金及び預

金が4,185,932千円増加したほか、受取手形及び売掛金が287,234千円増加したことが主たる要因であります。

　（負債の部）

当第３四半期連結会計期間における負債の残高は15,178,338千円となり、前連結会計年度末に比べ9,181,226千円増

加いたしました。長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が6,728,990千円増加し、社債が2,462,000千円

増加したことが主たる要因であります。

　（純資産の部）

当第３四半期連結会計期間における純資産の残高は5,596,893千円となり、前連結会計年度末に比べ160,199千円増

加いたしました。親会社株主に帰属する四半期純利益の計上が主たる要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年５月12日に公表しました平成29年３月期通期の予想数値から変更はありません。なお、連結業績予想は

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、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。
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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

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,898,466 6,084,398

受取手形及び売掛金 1,303,294 1,590,529

商品及び製品 352,791 305,625

仕掛品 59,381 71,521

原材料及び貯蔵品 144,892 135,476

繰延税金資産 77,646 77,549

その他 84,054 54,850

貸倒引当金 △1,025 △1,095

流動資産合計 3,919,502 8,318,856

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,196,720 3,200,213

減価償却累計額 △2,374,564 △2,412,344

建物及び構築物（純額） 822,155 787,869

機械装置及び運搬具 7,633,463 7,647,396

減価償却累計額 △6,840,483 △6,894,507

機械装置及び運搬具（純額） 792,979 752,889

土地 5,460,494 5,460,494

建設仮勘定 159,657 5,174,529

その他 159,570 165,139

減価償却累計額 △132,650 △138,096

その他（純額） 26,920 27,042

有形固定資産合計 7,262,207 12,202,825

無形固定資産 39,055 36,843

投資その他の資産

投資有価証券 64,177 69,241

長期貸付金 1,788 5,011

破産更生債権等 14,000 14,858

繰延税金資産 1,318 2,961

敷金及び保証金 96,390 96,390

その他 49,765 43,501

貸倒引当金 △14,400 △15,258

投資その他の資産合計 213,040 216,707

固定資産合計 7,514,303 12,456,376

資産合計 11,433,806 20,775,232
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 679,551 667,857

1年内償還予定の社債 76,000 76,000

1年内返済予定の長期借入金 442,020 442,020

未払金 256,205 184,789

未払法人税等 45,362 63,585

賞与引当金 51,609 52,852

その他 180,692 190,955

流動負債合計 1,731,442 1,678,059

固定負債

社債 282,000 2,744,000

長期借入金 1,804,480 8,533,470

繰延税金負債 1,368,085 1,359,864

役員報酬BIP信託引当金 21,375 51,556

退職給付に係る負債 199,747 214,837

受入敷金保証金 322,235 327,835

資産除去債務 262,413 263,382

その他 5,331 5,331

固定負債合計 4,265,669 13,500,279

負債合計 5,997,112 15,178,338

純資産の部

株主資本

資本金 221,000 221,000

資本剰余金 114,201 114,201

利益剰余金 6,130,932 6,240,006

自己株式 △1,453,720 △1,450,384

株主資本合計 5,012,413 5,124,823

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,454 14,968

その他の包括利益累計額合計 11,454 14,968

非支配株主持分 412,826 457,102

純資産合計 5,436,694 5,596,893

負債純資産合計 11,433,806 20,775,232
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 4,242,916 4,334,133

売上原価 2,714,987 2,799,456

売上総利益 1,527,929 1,534,676

販売費及び一般管理費 1,073,262 1,091,865

営業利益 454,666 442,811

営業外収益

受取利息 244 34

受取配当金 3,062 2,618

受取家賃 2,777 1,635

助成金収入 - 8,465

受取保険金 2,202 5,106

その他 3,224 6,138

営業外収益合計 11,512 23,999

営業外費用

支払利息 21,567 30,258

社債利息 1,299 2,265

資金調達費用 - 131,876

その他 3,706 4,841

営業外費用合計 26,574 169,241

経常利益 439,604 297,568

特別利益

固定資産売却益 5,812 1,974

役員退職慰労引当金戻入額 137,450 -

特別利益合計 143,262 1,974

特別損失

固定資産売却損 1,081 35

固定資産除却損 1,419 750

特別損失合計 2,500 785

税金等調整前四半期純利益 580,367 298,757

法人税、住民税及び事業税 65,473 98,913

法人税等調整額 22,316 △11,317

法人税等合計 87,790 87,596

四半期純利益 492,576 211,160

非支配株主に帰属する四半期純利益 50,734 49,175

親会社株主に帰属する四半期純利益 441,842 161,985
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 492,576 211,160

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 174 3,513

その他の包括利益合計 174 3,513

四半期包括利益 492,751 214,674

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 442,016 165,498

非支配株主に係る四半期包括利益 50,734 49,175
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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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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注１）

四半期
連結損益計算書

計上額
（注２）

木材環境
ソリューション

事業

ファシリティ
事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 3,928,181 314,735 4,242,916 - 4,242,916

セグメント間の内部
売上高又は振替高

- - - - -

計 3,928,181 314,735 4,242,916 - 4,242,916

セグメント利益 444,888 151,737 596,625 △141,958 454,666

(注) １．セグメント利益の調整額△141,958千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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

当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注１）

四半期
連結損益計算書

計上額
（注２）

木材環境
ソリューション

事業

ファシリティ
事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 4,023,765 310,368 4,334,133 - 4,334,133

セグメント間の内部
売上高又は振替高

- - - - -

計 4,023,765 310,368 4,334,133 - 4,334,133

セグメント利益 466,689 154,978 621,668 △178,857 442,811

(注) １．セグメント利益の調整額△178,857千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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