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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 8,046 10.4 1,859 8.1 1,840 15.6 1,248 27.9
25年3月期第2四半期 7,289 25.8 1,720 42.5 1,591 36.5 975 48.6

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,615百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 502百万円 （21.7％）

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

26年3月期第2四半期 61.48 ―
25年3月期第2四半期 47.55 ―

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

26年3月期第2四半期 35,137 24,948 71.0 1,228.52
25年3月期 37,129 24,043 64.8 1,183.97
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  24,948百万円 25年3月期  24,043百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 36.00 36.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 16,200 5.1 4,000 5.8 4,100 △11.1 2,500 △7.9 122.65

           



(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いません。 

※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。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、四半期
決算短信（添付資料）2ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 26,906,346 株 25年3月期 26,906,346 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 6,598,650 株 25年3月期 6,598,650 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 20,429,053 株 25年3月期2Q 20,524,005 株
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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

  当第2四半期連結会計期間における我が国経済は、政府の経済・金融政策などを背景に、円安・株高が進み輸出企業

を中心に企業業績の改善が見られる一方、原油高や欧米諸国における財政問題等の景気下振れリスクも存在し、本格的

な景気回復には時間を要するものと思われます。しかしながら、景気回復への期待感から、消費動向や建築着工動向には

徐々に力強さが見られるようになりました。

　このようななか、当社グループは、事業環境の好転を背景に、積極的な販売促進策を実施し、売上伸張に注力すると

ともに、ショールーム施設への投資など、引き続き積極的な事業活動を展開してきました。

　また、利益面ではショールームやテレビＣＭなどへの投資もあり、販売管理費は増加しておりますが年間見込みの範囲

であり、今後更に売上伸張と効率経営に努め、収益向上を図ってまいります。

　この結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は8,046百万円（前年同四半期比10.4%増）、

営業利益は1,859百万円（同8.1％増）となりました。また、経常利益は為替の評価損103百万円の計上もあり、1,840百万

円（同15.6％増）、四半期純利益は1,248百万円（同27.9％増）となりました。

（2）連結財政状態に関する定性的情報

①資産負債の増減

　当第2四半期連結会計期間末における資産総額は前連結会計年度末に比べ1,992百万円減の35,137百万円となり、

また、負債総額は社債の償還などにより、前連結会計年度末に比べ2,896百万円減の10,189百万円となりました。純資産

はその他の包括利益累計額の増加もあり、前連結会計年度末に比べ904百万円増の24,948百万円となり、この結果、

自己資本比率は71.0％となりました。

②連結キャッシュ・フロー

　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、前連結会計年度末に比べ326

百万円増の4,584百万円となりました。なお、当四半期連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下の

とおりであります。

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前四半期純利益は2,087百万円となりましたが、法人税等の支払いなどにより、営業活動により得られた資金

は761百万円（前年同四半期は834百万円の収入）となりました。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は2,903百万円（前年同四半期は196百万円の支出）となりました。その主な内訳は、有形

固定資産の取得による支出が805百万円ありますが、定期預金の払戻しによる収入が3,200百万円あります。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は3,336百万円（前年同四半期は1,212百万円の支出）となりました。その主な内訳は、

長期借入金の返済が556百万円、配当金の支払が708百万円、また、社債の償還による支出が4,050百万円あります。

なお、このほか借入による資金調達が2,000百万円あります。

（3）連結業績予想に関する定性的情報

　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、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と異な

る可能性があります。なお、通期の業績予想数値につきましては平成２５年４月１日公表時から変更しておりません。
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2.サマリー情報（その他）に関する情報

（1）当四半期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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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第2四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,458,096 4,675,057

受取手形及び売掛金 4,224,481 3,546,990

商品 2,425,974 3,114,371

仕掛品 3,892 7,378

その他 1,084,666 1,449,492

貸倒引当金 △17,125 △10,550

流動資産合計 15,179,984 12,782,739

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,064,826 5,948,978

土地 11,686,575 11,927,861

その他（純額） 552,968 650,384

有形固定資産合計 18,304,369 18,527,224

無形固定資産 75,395 367,714

投資その他の資産   

投資有価証券 958,399 493,589

為替予約 2,188,716 2,525,278

その他 399,187 421,793

投資その他の資産合計 3,546,303 3,440,661

固定資産合計 21,926,068 22,335,600

繰延資産   

社債発行費 23,770 19,441

繰延資産合計 23,770 19,441

資産合計 37,129,824 35,137,780
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第2四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 678,882 434,538

短期借入金 1,031,014 2,202,613

1年内償還予定の社債 4,100,000 100,000

未払法人税等 1,198,662 885,669

賞与引当金 72,568 91,550

役員賞与引当金 2,273 －

その他 915,949 1,090,164

流動負債合計 7,999,350 4,804,535

固定負債   

社債 1,500,000 1,450,000

長期借入金 2,786,707 3,036,927

役員退職慰労引当金 33,941 33,941

その他 766,221 863,937

固定負債合計 5,086,869 5,384,805

負債合計 13,086,220 10,189,341

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,500,000 12,500,000

資本剰余金 2,230,972 2,230,972

利益剰余金 13,423,622 13,961,373

自己株式 △5,518,006 △5,518,006

株主資本合計 22,636,588 23,174,340

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 59,053 △11,804

繰延ヘッジ損益 1,347,961 1,785,903

その他の包括利益累計額合計 1,407,014 1,774,099

純資産合計 24,043,603 24,948,439

負債純資産合計 37,129,824 35,137,780
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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2四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第2四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 7,289,056 8,046,707

売上原価 3,736,865 4,038,480

売上総利益 3,552,191 4,008,227

販売費及び一般管理費 1,832,126 2,148,814

営業利益 1,720,064 1,859,413

営業外収益   

受取配当金 16,734 9,805

売電収入 － 56,343

その他 99,374 127,319

営業外収益合計 116,108 193,468

営業外費用   

支払利息 62,980 54,094

デリバティブ評価損 173,288 103,533

その他 8,328 54,731

営業外費用合計 244,598 212,360

経常利益 1,591,574 1,840,521

特別利益   

固定資産売却益 － 1,321

投資有価証券売却益 10,799 285,704

特別利益合計 10,799 287,025

特別損失   

固定資産処分損 448 36,143

投資有価証券売却損 － 1,485

その他 － 2,000

特別損失合計 448 39,629

税金等調整前四半期純利益 1,601,925 2,087,918

法人税、住民税及び事業税 600,667 844,852

法人税等調整額 25,356 △5,455

法人税等合計 626,023 839,397

少数株主損益調整前四半期純利益 975,901 1,248,520

少数株主利益 － －

四半期純利益 975,901 1,248,520
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 四半期連結包括利益計算書 
 第2四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第2四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 975,901 1,248,520

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △125,377 △70,857

繰延ヘッジ損益 △347,669 437,942

その他の包括利益合計 △473,047 367,084

四半期包括利益 502,854 1,615,605

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 502,854 1,615,605

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第2四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 1,601,925 2,087,918

減価償却費 254,780 281,787

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,553 18,982

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △920 △2,273

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,784 △6,575

受取利息及び受取配当金 △22,910 △14,443

支払利息 62,980 54,094

自己株式取得費用 782 －

社債発行費償却 4,329 4,329

為替差損益（△は益） 3,491 3,488

デリバティブ評価損益（△は益） 173,288 103,533

固定資産売却損益（△は益） － △1,321

固定資産処分損益（△は益） 448 36,143

投資有価証券売却損益（△は益） △10,799 △284,219

売上債権の増減額（△は増加） 179,155 677,491

たな卸資産の増減額（△は増加） △456,894 △704,029

仕入債務の増減額（△は減少） 3,787 △361,027

その他 △14,052 △29,240

小計 1,747,057 1,864,640

利息及び配当金の受取額 23,013 16,205

利息の支払額 △63,197 △63,134

法人税等の支払額 △872,010 △1,159,841

法人税等の還付額 － 103,718

営業活動によるキャッシュ・フロー 834,862 761,587

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 △2,749,946 △91,270

定期預金の払戻による収入 3,100,000 3,200,000

有形固定資産の取得による支出 △571,239 △805,027

投資有価証券の取得による支出 △620 △1,214,223

投資有価証券の売却による収入 60,683 1,749,449

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

その他 △32,953 △35,003

投資活動によるキャッシュ・フロー △196,792 2,903,924

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 1,000,000

短期借入金の返済による支出 － △21,301

長期借入れによる収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △473,560 △556,880

社債の償還による支出 △50,000 △4,050,000

自己株式の取得による支出 △213,880 －

配当金の支払額 △474,777 △708,150

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,212,217 △3,336,332

現金及び現金同等物に係る換算差額 △941 △3,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △575,089 326,161

現金及び現金同等物の期首残高 1,680,366 4,258,096

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,105,277 4,584,257
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（4）継続企業の前提に関する注記

当第2四半期連結累計期間　（　自　平成25年4月1日　至　平成25年9月30日）

　　該当事項はありません。

（5）セグメント情報等

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間  （自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）

　1.　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

建材関連事業 不動産賃貸事業

売上高

　外部顧客への売上高 6,659,726       -                   629,330          7,289,056       -                   7,289,056           

　セグメント間の内部売上高又は振替高 -                   648,047          149,184          797,232          △ 797,232 -                       

計 6,659,726       648,047          778,514          8,086,288       △ 797,232 7,289,056           

セグメント利益 1,831,596       352,073          75,907 2,259,577       △ 539,512 1,720,064           

（注）1.セグメント利益の調整額△539,512千円には、セグメント間取引消去△39,144千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△500,368千円

　　が含まれております。全社費用は、主に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。

2.　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。

当第2四半期連結累計期間  （自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日）

1.　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）

建材関連事業 不動産賃貸事業

売上高

　外部顧客への売上高 7,428,272       5,050             613,384          8,046,707       -                   8,046,707           

　セグメント間の内部売上高又は振替高 -                   646,454          246,873          893,328          △ 893,328 -                       

計 7,428,272       651,505          860,258          8,940,036       △ 893,328 8,046,707           

セグメント利益 2,293,672       361,769          146,575 2,802,017       △ 942,604 1,859,413           

（注）1.セグメント利益の調整額△942,604千円には、セグメント間取引消去△52,001千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△890,603千円

　　が含まれております。全社費用は、主に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。

2.　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。

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第2四半期連結累計期間　（　自　平成25年4月1日　至　平成25年9月30日）

　　該当事項はありません。

報告セグメント
その他 計

調整額
（注1）

四半期連結損益計
算書計上額　（注2）

調整額
（注1）

四半期連結損益計
算書計上額　（注2）

報告セグメント
その他 計
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