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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 2,691 0.2 499 14.2 522 15.2 325 30.9
23年3月期第1四半期 2,687 △3.0 437 △9.8 454 △9.8 248 △20.6

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 304百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △22百万円 （―％）

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 15.36 ―

23年3月期第1四半期 11.36 ―

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 30,406 19,436 63.9
23年3月期 30,932 19,662 63.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  19,436百万円 23年3月期  19,662百万円

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 ― 0.00 ― 20.00 20.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 22.00 22.00

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) 5,930 6.8 1,100 7.1 1,150 7.2 650 6.2 30.81
通期 12,350 5.1 2,510 6.1 2,600 5.4 1,470 12.0 69.68

           



(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  ：  有  
 （注）詳細は、添付資料3ページ【サマリー情報（その他）に関する情報】をご覧ください。 

(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）4ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 26,906,346 株 23年3月期 26,906,346 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 5,810,829 株 23年3月期 5,657,400 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 21,176,339 株 23年3月期1Q 21,875,083 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1四半期連結会計期間における我が国経済は、今年3月の東日本大震災により大きな打撃を被り、電力供給の問題

など懸念すべき問題も多く、日本経済の先行きは不透明感が強まり、情勢を見極めることが困難な状況で推移しました。

　当社グループにおきましては、東日本大震災の損害は軽微だったものの、当社関連業界につきましては建築現場の工期

の遅れが発生し、当社の業績にも少なからず影響を及ぼしました。

　このようななか、当社グループは、お客様重視の営業活動を展開して新規需要先の開拓に注力するとともに、新規商品の

開発やショールーム施設の充実など、業績向上に向けて取り組んでまいりました。

　この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は2,691百万円（前年同四半期0.2％増）、営業

利益は499百万円（同14.2％増）、経常利益は522百万円（同15.2％増）となり、四半期純利益は325百万円（同30.9％増）

となりました。

　なお、セグメント別では、建材関連事業の売上高は2,307百万円、また、ホームセンターへのガーデニング商品の卸売り

販売であるHRB事業の売上高は383百万円となりました。

（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1四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526百万円減少の30,406百万円となり、

また、負債総額は前連結会計年度末に比べ300百万円減少の10,969百万円となりました。純資産は剰余金の処分や自

己株式の取得により、前連結会計年度末に比べ225百万円減少の19,436百万円となり、この結果、自己資本比率は

63.9％となりました。

②連結キャッシュ・フロー

　当第1四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936百

万円減少の2,039百万円となりました。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521百万円となりましたが、法人税等の支払や売上債権の減少などにより、営業活動によ

るキャシュ・フローは101百万円となりました。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は652百万円（前年同四半期は526百万円の収入）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654百万円などによるものです。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は379百万円（前年同四半期は613百万円の支出）となりました。その主な内訳は、長期

借入金の返済が211百万円、配当金の支払が362百万円、また、自己株式の取得による支出が105百万円ありますが、

その他、短期借入れによる収入が300百万円あります。

（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、業績予想につきましては、自己株式取得により１株予想は変更しておりますが、その他の業績予

想数値は平成23年4月4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

　　（棚卸資産の評価方法）

　　    当第1四半期連結会計期間の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎とし

     て合理的な方法により算定する方法によっております。

（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：千円）

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 7,075,997 6,139,918

受取手形及び売掛金 2,937,780 2,617,968

商品 1,946,255 1,935,789

仕掛品 2,679 560

その他 321,730 318,205

貸倒引当金 △36,530 △23,829

流動資産合計 12,247,913 10,988,613

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,363,548 5,655,301

土地 10,502,081 11,216,327

その他（純額） 598,454 371,006

有形固定資産合計 16,464,084 17,242,635

無形固定資産 218,193 216,607

投資その他の資産   

投資有価証券 1,361,836 1,303,606

その他 606,284 622,859

貸倒引当金 △7,014 △7,014

投資その他の資産合計 1,961,106 1,919,451

固定資産合計 18,643,384 19,378,694

繰延資産   

社債発行費 41,088 38,923

繰延資産合計 41,088 38,923

資産合計 30,932,385 30,406,231
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 217,872 206,077

短期借入金 847,520 1,147,520

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 802,628 178,828

賞与引当金 61,470 102,675

役員賞与引当金 31,730 －

その他 453,693 691,235

流動負債合計 2,514,914 2,426,335

固定負債   

社債 5,700,000 5,700,000

長期借入金 3,009,980 2,798,100

役員退職慰労引当金 33,941 33,941

その他 11,300 11,300

固定負債合計 8,755,221 8,543,341

負債合計 11,270,136 10,969,677

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 9,824,815 9,725,080

自己株式 △4,814,751 △4,919,478

株主資本合計 19,741,037 19,536,575

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △50,346 △71,775

繰延ヘッジ損益 △28,441 △28,246

その他の包括利益累計額合計 △78,788 △100,021

純資産合計 19,662,249 19,436,553

負債純資産合計 30,932,385 30,406,231
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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：千円）

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 2,687,352 2,691,692

売上原価 1,455,605 1,401,040

売上総利益 1,231,747 1,290,652

販売費及び一般管理費 794,572 791,227

営業利益 437,174 499,424

営業外収益   

受取配当金 14,167 19,287

その他 52,357 48,406

営業外収益合計 66,525 67,693

営業外費用   

支払利息 32,660 35,067

デリバティブ評価損 － 1,566

その他 16,978 7,573

営業外費用合計 49,638 44,208

経常利益 454,061 522,909

特別利益   

固定資産売却益 184 －

投資有価証券売却益 43,995 －

特別利益合計 44,179 －

特別損失   

固定資産処分損 27,171 36

投資有価証券売却損 2,734 1,800

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,888 －

特別損失合計 33,794 1,836

税金等調整前四半期純利益 464,445 521,072

法人税、住民税及び事業税 201,644 154,097

法人税等調整額 14,252 41,730

法人税等合計 215,896 195,828

少数株主損益調整前四半期純利益 248,548 325,243

少数株主利益 － －

四半期純利益 248,548 325,243
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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：千円)

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 248,548 325,243

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △116,901 △21,428

繰延ヘッジ損益 △153,957 195

その他の包括利益合計 △270,859 △21,232

四半期包括利益 △22,310 304,011

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △22,310 304,011

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) 

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 464,445 521,072

減価償却費 100,858 95,936

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,625 41,205

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59,000 △31,730

貸倒引当金の増減額（△は減少） △523 △12,700

受取利息及び受取配当金 △23,914 △22,160

支払利息 32,660 35,067

自己株式取得費用 374 370

社債発行費償却 2,164 2,164

為替差損益（△は益） 14,438 5,038

デリバティブ評価損益（△は益） － 1,566

固定資産売却損益（△は益） △184 －

固定資産処分損益（△は益） 27,171 36

投資有価証券売却損益（△は益） △41,260 1,800

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,888 －

売上債権の増減額（△は増加） △22,395 319,811

たな卸資産の増減額（△は増加） △76,518 △1,400

仕入債務の増減額（△は減少） △38,907 △30,547

その他 42,768 △73,408

小計 460,690 852,123

利息及び配当金の受取額 23,681 19,643

利息の支払額 △13,056 △14,807

法人税等の支払額 △495,827 △755,724

営業活動によるキャッシュ・フロー △24,511 101,234

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 △1,060,879 －

定期預金の払戻による収入 2,507,790 －

有形固定資産の取得による支出 △1,648,483 △654,753

投資有価証券の取得による支出 △444,495 △377

投資有価証券の売却による収入 996,886 22,495

投資有価証券の償還による収入 200,000 －

その他 △24,391 △19,427

投資活動によるキャッシュ・フロー 526,426 △652,062

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 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △138,180 △211,880

自己株式の取得による支出 △104,776 △105,098

配当金の支払額 △370,897 △362,886

財務活動によるキャッシュ・フロー △613,853 △379,864

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,420 △5,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △114,359 △936,078

現金及び現金同等物の期首残高 1,478,391 2,975,997

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,364,031 2,039,918
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（4）継続企業の前提に関する注記

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）

　　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）

　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 HRB事業 不動産賃貸事業 物流管理事業 計

売上高

　外部顧客への売上高 2,270,164      417,188       -                -               2,687,352   -               2,687,352      

　セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                280,724       116,934      397,658     △ 397,658 -                  

計 2,270,164      417,188       280,724       116,934      3,085,011   △ 397,658 2,687,352      

セグメント利益 380,338        46,092        150,144       40,027 616,603     △ 179,428 437,174         

（注）1.セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去△25,482千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△153，946千円が含まれております

　　　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）

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 HRB事業 不動産賃貸事業 物流管理事業 計

売上高

　外部顧客への売上高 2,307,865      383,827       -                -               2,691,692   -               2,691,692      

　セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                280,394       102,094      382,488     △ 382,488 -                  

計 2,307,865      383,827       280,394       102,094      3,074,180   △ 382,488 2,691,692      

セグメント利益 478,757        35,061        129,351       18,046 661,216     △ 161,792 499,424         

（注）1.セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去△6,339千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△155,452千円が含まれております。

　　　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）

　　該当事項はありません。

四半期連結損益
計算書計上額

（注2）
調整額（注1）

報告セグメント

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）
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