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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 10,425 ― 1,781 ― 1,903 ― 1,130 ―

20年3月期第3四半期 11,923 △1.0 2,099 △14.1 2,248 △12.6 1,213 △19.3

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

21年3月期第3四半期 48.70 44.50
20年3月期第3四半期 51.01 47.41

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

21年3月期第3四半期 29,710 18,996 63.9 828.25
20年3月期 30,363 19,296 63.6 818.96

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  18,996百万円 20年3月期  19,296百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 20.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 14,000 △9.6 1,880 △26.4 2,060 △27.3 1,150 27.9 49.67

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）平成20年4月3日に公表致しました通期の業績予想は、自己株式数の変動に伴い1株当たり当期純利益につき変更しており、その他業績予想数値は変更しておりま
せん。 
（2）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が異なる可能性があります。なお、業績予想の前提とな
る仮定及び業績予想に関する注記事項等につきましては、3ページ「【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報」をご参考下さい。 
（3）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  26,906,346株 20年3月期  26,906,346株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  3,987,002株 20年3月期  3,344,462株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  23,222,488株 20年3月期第3四半期  23,942,204株
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【定性的情報・財務諸表等】

1．連結経営成績に関する定性的情報

  当第3四半期累計期間における我が国経済は、米欧発の金融危機の影響による世界的な景気減速が国内経済にも波

及し、円高・株安が企業業績を圧迫するとともに雇用環境が悪化するなど、景気は急速に後退局面を向かえております。

　当社グループ関連業界につきましても、改正建築基準法施行の混乱が収束した後も建築需要は依然として低水準にあ

り、また、金融不安と信用収縮の影響で不動産市況の悪化が進み、ゼネコン、マンションデベロッパーの破綻が続くなど、

厳しい事業環境のなかで推移してまいりました。

　このようななか、当社グループはファブレスメーカーとしての特性を活かした新規商品の開発及び販売に注力してまいり

ましたが、売上高は前年を下回る水準で推移してまいりました。なお、収益面につきましては、仕入コストの見直しや効率

性アップに努めるなど、収益改善に取り組んでまいりました。

　事業別では、主力の建材関連事業におきましては、建築投資の低迷と不動産市況の悪化の影響でマンション・住宅を

中心に需要は大きく落ち込んでおり、また、景気後退と消費低迷の影響から店舗・百貨店の改装も手控え感が強まり、

厳しい状況が続いてまいりました。

　また、ホームセンター向け卸売り販売のＨＲＢ事業におきましては、記録的な猛暑で夏場に売上が落ち込むなど天候に

大きく影響を受けるとともに、利益面では原油高による運賃等の仕入コストアップなど、厳しい状況の中で推移してまいり

ました。

　この結果、当第3四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は10,425百万円、営業利益は1,781百万円、

経常利益は1,903百万円となり、四半期純利益は1,130百万円となりました。

　なお、この第3四半期会計期間（10月～12月）につきましては、明治通りの整備拡張工事への協力のため、当社子会

社が保有する本社土地の一部を東京都に売却した結果、固定資産売却益656百万円を特別利益として計上する一方、

世界的な金融危機の影響を受けて株式市場が大きく低迷した結果、保有有価証券のうち時価が著しく下落したものにつ

いては投資有価証券評価損301百万円を特別損失として計上しております。

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3四半期末における資産総額は前連結会計年度末に比べ652百万円減少の29,710百万円となりました。また、

負債総額は前連結会計年度末に比べ353百万円減少の10,714百万円、純資産は前連結会計年度末に比べ299百万

円減少の18,996百万円となり、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3四半期連結累計期間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404百

万円増加の4,306百万円となりました。なお、当第3四半期連結累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2,037百万円となりましたが、売上債権の減少が531百万円、たな卸資産の減少が158百

万円、また、法人税等の支払額750百万円等により、営業活動により得られた資金は1,619百万円となりました。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、ショールーム改装及び岩井流通センター増築を中心とした設備投資が216百万円、

投資有価証券の取得による支出が1,006百万円ありますが、投資有価証券の売却による収入1,333百万円により、64百万

円の収入となりました。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済が399百万円、配当金の支払が941百万円、自己株式の取得による

支出が348百万円、また、転換社債型新株予約件付社債の買入消却に伴う支出が1,569百万円ありますが、社債発行と銀

行借入により資金調達を行いましたので、1,280百万円の支出となりました。
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③自己株式市場買付状況
　株主還元等を主な目的に自己株式の市場買付を行っており、当第3四半期連結累計期間の実施状況は347百万円（642千株）

であります。

3.連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の通期の業績見通しにつきましては、建築需要は依然低調に推移するものと思われ、更には、昨年の秋以降

急速に広がりを見せる世界的な景気後退の影響が先行きの不透明感を一層強めております。

　利益面につきましては、収益改善への取り組み効果が現れており、また、当第3四半期会計期間（10月～12月）につきましては

東京都への本社土地の一部売却に伴い固定資産売却益656百万円が発生しておりますが、一方では米欧発の金融危機が急速

に深刻化し、この影響を受けて株式市場が大きく下落した結果、投資有価証券評価損301百万円を計上するに至っております。

　このように当社グループを取り巻く事業環境と収益状況を踏まえた結果、平成21年3月期の通期連結業績予想につきましては、

現時点では据え置きとし、従来予想を変更しておりません。

　なお、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。

4.その他

（1）期中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）

　  該当事項はありません。

（2）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　①棚卸資産の評価方法

　　当第3四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、第2四半期連結会計期間末の実地棚卸高を

　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）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

　基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期

　連結財務諸表を作成しております。

　②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、第１

　四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号　平成18年7月5日）が適用されたこと

　に伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により

　算定しております。これによる、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える

　影響は軽微であります。
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（1）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,306,550 3,902,246

受取手形及び売掛金 3,868,497 4,400,109

商品 3,228,127 3,384,556

仕掛品 591 5,779

その他 1,142,177 236,506

貸倒引当金 △ 22,173 △ 15,774

流動資産合計 12,523,770 11,913,423

固定資産

有形固定資産

　 建物及び構築物（純額） 6,013,281 6,178,145

　 土地 8,807,227 8,982,642

　 その他（純額） 200,016 216,810

   有形固定資産合計 15,020,524 15,377,597

無形固定資産 210,506 214,591

投資その他の資産

　 投資有価証券 1,159,025 1,797,834

　 その他 777,854 1,066,841

　 貸倒引当金 △ 974 △ 7,049

   投資その他の資産合計 1,935,906 2,857,626

固定資産合計 17,166,937 18,449,814

繰延資産 20,014 -                                       

資産合計 29,710,723 30,363,238

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年3月31日）

当第3四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

 5.四半期連結財務諸表
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（単位：千円）

負債の部

流動負債

買掛金 266,569 216,373

短期借入金 866,400 532,800

未払法人税等 404,249 680,006

賞与引当金 17,730 76,280

役員賞与引当金 55,875 114,919

その他 477,854 305,572

流動負債合計 2,088,677 1,925,952

固定負債

社債 4,000,000 3,000,000

転換社債型新株予約権付社債 1,390,000 3,000,000

長期借入金 3,152,000 2,885,200

役員退職慰労引当金 26,013 21,711

その他 57,390 234,223

固定負債合計 8,625,403 9,141,135

負債合計 10,714,081 11,067,087

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 8,439,642 8,251,268

自己株式 △ 3,875,734 △ 3,528,106

株主資本合計 19,294,880 19,454,135

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △ 241,242 △ 151,740

繰延ヘッジ損益 △ 56,996 △ 6,243

評価・換算差額等合計 △ 298,239 △ 157,983

純資産合計 18,996,641 19,296,151

負債純資産合計 29,710,723 30,363,238

当第3四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年3月31日）
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（2）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）

当第3四半期連結累計期間
（自　平成20年　4月1日
至　平成20年12月31日）

売上高 10,425,586

売上原価 5,788,128

売上総利益 4,637,458

販売費及び一般管理費

給料 810,241

減価償却費 356,451

賞与引当金繰入額 15,650

役員賞与引当金繰入額 55,050

貸倒引当金繰入額 31,660

その他 1,586,856

販売費及び一般管理費合計 2,855,908

営業利益 1,781,549

営業外収益

受取配当金 47,184

その他 169,711

営業外収益合計 216,895

営業外費用

支払利息 91,510

その他 3,700

営業外費用合計 95,211

経常利益 1,903,233

特別利益

固定資産売却益 656,144

投資有価証券売却益 138,470

転換社債買入消却益 40,250

特別利益合計 834,864

特別損失

固定資産処分損 18,709

投資有価証券売却損 9,119

投資有価証券評価損 318,167

役員退職慰労金 354,750

特別損失合計 700,746

税金等調整前四半期純利益 2,037,351

法人税、住民税及び事業税 505,075

法人税等調整額 401,427

法人税等合計 906,502

四半期純利益 1,130,848
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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）

当第3四半期連結累計期間
（自　平成20年4月1日

至　平成20年12月31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 2,037,351
減価償却費 356,451
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,301
賞与引当金の増減額（△は減少） △ 58,550
役員賞与引当金の増減額(△は減少） △ 59,044
貸倒引当金の増減額（△は減少） 323
受取利息及び受取配当金 △ 50,569
支払利息 91,510
自己株式関連費用 1,230
為替差損益（△は益） 32
社債発行費 1,053
固定資産売却損益（△は益） △ 656,144
固定資産処分損益（△は益） 18,709

投資有価証券売却損益（△は益） △ 129,350

投資有価証券評価損 318,167

転換社債買入消却益 △ 40,250
売上債権の増減額（△は増加） 531,612
たな卸資産の増減額（△は増加） 158,826
仕入債務の増減額（△は減少） 7,583
その他 △ 137,825
   小計 2,395,420
利息及び配当金の受取額 50,569
利息の支払額 △ 75,322
法人税等の支払額 △ 750,740

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,619,925
投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産取得による支出 △ 216,113
無固定資産取得による支出 △ 9,000
投資有価証券の取得による支出 △ 1,006,031
投資有価証券の売却による収入 1,333,281
その他 △ 37,199

   投資活動によるキャッシュ・フロー 64,937
財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △ 399,600
社債発行による収入 978,931
転換社債買入消却による支出 △ 1,569,750

自己株式の取得による支出 △ 348,858

配当金の支払額 △ 941,283

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,280,559

現金及び現金同等物の増減額 404,303

現金及び現金同等物の期首残高 3,902,246

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,306,550
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　　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。

（4）継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。
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（5）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　当第3四半期連結累計期間  （自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日）
（単位：千円）

建材関連事業 HRB事業 不動産賃貸事業 その他の事業 計 消去又は全社 連           結

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 9,313,145      1,112,440    -                -               10,425,586 -               10,425,586    

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                804,645       255,728      1,060,374   (1,060,374) -                  

計 9,313,145      1,112,440    804,645       255,728      11,485,960 (1,060,374) 10,425,586    

営業利益 1,878,800      23,032        420,439       57,255 2,379,528   (597,979) 1,781,549      

（注１）事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称

１．事業区分の方法  ： 商品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品等

　　　　　　　　　　　
石材、タイル、新建材、及び工事等

ホームセンター向けガーデニング関連商品

本社ビル、流通センター等の賃貸

倉庫業

3．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、第1四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号　平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しており

ます。なお、従来の方法によった場合と比べて、事業の種類別セグメントの当第3四半期連結累計期間の営業利益に与える影

響は軽微であります。

【所在地別セグメント情報】

当第3四半期連結累計期間  （自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

当第3四半期連結累計期間  （自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日）

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（6）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。

不動産賃貸事業

その他の事業

事 業 区 分 主 要 な商品

建材関連事業

HRB事業
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前年同四半期にかかる財務諸表

（1）四半期連結損益計算書

（単位：千円）

期  別 前第3四半期連結累計期間
（自　平成19年　4月1日
至　平成19年12月31日）

金額

   売上高 11,923,240

   売上原価 6,962,833

   売上総利益 4,960,407

   販売費及び一般管理費 2,861,278

   営業利益 2,099,129

   営業外収益

受取利息 2,626

受取配当金 31,732

賃貸収入 18,347

受取運賃収入 113,811

為替差益 1,175

仕入割引高 20,180

その他 47,665

営業外収益合計 235,538

   営業外費用

支払利息 84,089

自己株式関連費用 1,252

その他 708

営業外費用合計 86,049

   経常利益 2,248,618

   特別利益

固定資産売却益 1,000

特別利益合計 1,000

   特別損失

固定資産処分損 39,033

投資有価証券評価損 53,868

   特別損失合計 92,902

   税金等調整前四半期純利益 2,156,716

   法人税、住民税及び事業税 877,445

   法人税等調整額 65,461

   四半期純利益 1,213,808

   科  目

「参考資料」
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（2）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

            （単位：千円）

期         別 前第3四半期連結累計期間

項         目
　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 2,156,716

減価償却費 323,757
役員退職慰労引当金の増減額 2,181

賞与引当金の増減額 △ 47,200

役員賞与引当金の増減額 △ 29,380

貸倒引当金の増減額 △ 6,865
受取利息及び受取配当金 △ 34,358

支払利息 84,089

自己株式関連費用 1,252

為替差損益 △ 1,175
固定資産売却益 △ 1,000
固定資産処分損 39,033

投資有価証券評価損 53,868
302,240

たな卸資産の増減額 △ 454,354
仕入債務の増減額 △ 92,132
未払消費税等の増減額 △ 18,524
未払費用の増減額 △ 8,348
その他の資産負債の増減額 153,598
   小計 2,423,396
利息及び配当金の受取額 34,358
利息の支払額 △ 69,833
法人税等の支払額 △ 1,347,717
   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,040,204

　 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産取得による支出 △ 1,404,789
無形固定資産取得による支出 △ 16,880
投資有価証券の取得による支出 △ 46,912
会員権売却による収入 3,000
貸付金による支出 △ 115
貸付金の回収による収入 2,886
その他 △ 82,257
   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,545,069

　 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による収入 2,000,000
長期借入金の返済による支出 △ 390,600
自己株式の取得による支出 △ 358,997
配当金の支払額 △ 957,688
   財務活動によるキャッシュ・フロー 292,713

　現金及び現金同等物の増減額 △ 212,151

　現金及び現金同等物の期首残高 2,728,765

　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,516,614

売上債権の増減額

（自　平成19年4月1日
至　平成19年12月31日）
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（3）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間（平成19年4月1日～平成19年12月31日）

（単位：千円）

建材関連事業 HRB事業 不動産賃貸事業 その他の事業 計 消去又は全社 連           結

Ⅰ.売上高及び営業利益

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 10,784,827     1,138,413    -                -                11,923,240  -                11,923,240   

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 -                  -                686,172       223,161       909,333      (909,333) -                 

計 10,784,827     1,138,413    686,172       223,161       12,832,574  (909,333) 11,923,240   

営業費用 8,525,471       1,065,116    288,451       240,350       10,119,389  (295,277) 9,824,111     

営業利益（又は営業損失） 2,259,355       73,297        397,721       (17,188) 2,713,185    (614,055) 2,099,129     

（注１）事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称

１．事業区分の方法  ： 商品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品等

　　　　　　　　　　　
石材、タイル、新建材、及び工事等

ホームセンター向けガーデニング関連商品

本社ビル、流通センター等の賃貸

倉庫業

（注２）営業経費のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務経理部門等の管理部門に係る

         費用は545,200千円であります。

【所在地別セグメント情報】

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

　　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　　

不動産賃貸事業

その他の事業

事 業 区 分 主 要 な商品

建材関連事業

HRB事業
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