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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 5,486 △23.0 942 △21.4 971 △24.4 567 △3.5

21年3月期第2四半期 7,125 ― 1,198 ― 1,284 ― 588 ―

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

22年3月期第2四半期 25.33 24.72
21年3月期第2四半期 21.98 20.03

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

22年3月期第2四半期 29,294 18,785 64.1 846.13
21年3月期 30,299 19,015 62.8 843.11

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  18,785百万円 21年3月期  19,015百万円

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

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

21年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 20.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 10,830 △19.3 1,800 △19.7 1,850 △22.5 1,080 △13.1 48.40
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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  無  

(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)上記の通期の業績予想につきましては、平成21年9月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり内容を変更しております。 
(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意事項等につきましては、4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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 26,906,346株 21年3月期 26,906,346株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 4,705,162株 21年3月期 3,732,042株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 22,411,793株 21年3月期第2四半期 23,321,973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2四半期累計期間につきましては、昨年の秋以降急速に悪化した景気は最悪期を脱したといわれておりますが、実

態経済は依然として厳しい状況にあり、また、雇用情勢や所得環境も更に悪化が進むなど、景気の先行きは依然として不

透明な状況で推移しております。

　当社グループ関連業界につきましても、景気後退の影響と企業収益の悪化により設備投資意欲が減退しており、店舗、

百貨店への建築投資は見直しが相次ぎ、また、住宅投資につきましても昨年秋の金融危機以降は着工件数の減少が著

しく、特に市況の悪化と在庫調整の影響が続いたマンションの新築建築着工件数は対前年同期比で約7割減少するなど、

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、当社グループはお客様重視の営業活動への取り組みや、新規需要先及び新規顧客の開拓に注力して

まいりましたが、市場環境の悪化は予想以上に厳しく、第2四半期累計期間の売上高は低調なまま推移してまいりました。

　また、利益面でも、コスト管理の徹底を図り販売管理費の低減に努めてまいりましたが、売上高のマイナスを補うまでには

至らず、前年を下回る水準で推移してまいりました。

　この結果、第2四半期累計期間（4月～9月）の連結経営成績につきましては、売上高は5,486百万円（前年同期比23.0

％減）、営業利益は942百万円（前年同期比21.4%減）、経常利益は971百万円（前年同期比24.4％減）となり、四半期純

利益は567百万円（前年同期比3.5％減）となりました

　なお、事業別では、主力の建材関連事業は、住宅・マンション関連需要の低迷に加え、店舗・百貨店の新規出店や改

装の延期または凍結が相次いだことで需要が大きく落ち込み、この結果、建材関連事業の売上高は4,641百万円（前年

同期比26.1％減）となりました。

　また、ホームセンター向け卸売り販売のHRB事業につきましては、景気後退と雇用・所得環境の悪化で生活防衛意識が

強まるなど厳しい事業環境のなか、前年並みの水準を維持しながら推移してまいりました。

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2四半期末における資産総額は前連結会計年度末に比べ1,005百万円減少の29,294百万円となりました。また、

負債総額は前連結会計年度末に比べ775百万円減少の10,509百万円、純資産は前連結会計年度末に比べ229百万円

減少の18,785百万円となり、この結果、自己資本比率は64.1％と向上しました。

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3,789

百万円減少の2,705百万円となりました。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1,016百万円となりましたが、売上債権の縮小が644百万円、たな卸資産の圧縮が160百

万円、また、法人税等の支払額が416百万円となり、営業活動により得られた資金は1,423百万円となりました。

（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、定期預金の預け入れによる支出が3,500百万円、投資有価証券の取得による支出

が317百万円、また、投資有価証券の売却による収入127百万円により、3,809百万円の支出となりました。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は1,398百万円であり、その主な内訳は、社債発行による資金調達が936百万円あり、

これに支出として、長期借入金の返済が433百万円、配当金の支払が448百万円、自己株式の取得による支出が207百

万円、また、CBを償還いたしましたので、これに伴う支出が1,245百万円あります。
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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、最近の業績動向及び当社グループを取り巻く事業環境等から、平成22年3月期の通期の業績予想につき

ましては、平成21年4月2日に公表いたしました内容から変更しております。詳細につきましては、平成21年9月30日公表の「業

績予想の修正のお知らせ」をご参照ください。

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

　  該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,205,616 6,489,277 

受取手形及び売掛金 2,744,415 3,388,921 

商品 2,773,341 2,953,267 

仕掛品 4,025 1,827 

その他 241,040 231,502 

貸倒引当金 △27,773 △22,580 

流動資産合計 11,940,667 13,042,215 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,671,837 5,837,967 

土地 8,813,327 8,807,227 

その他（純額） 266,818 210,518 

有形固定資産合計 14,751,982 14,855,713 

無形固定資産 234,304 231,033 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,600,458 1,435,184 

その他 719,329 692,601 

貸倒引当金 △6,455 △891 

投資その他の資産合計 2,313,333 2,126,894 

固定資産合計 17,299,619 17,213,640 

繰延資産   

社債発行費 54,076 44,029 

繰延資産合計 54,076 44,029 

資産合計 29,294,363 30,299,886 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 184,494 206,347 

短期借入金 866,400 866,400 

1年内償還予定の社債 100,000 1,345,000 

未払法人税等 419,955 454,884 

賞与引当金 74,520 64,540 

役員賞与引当金 26,400 91,810 

その他 333,104 347,565 

流動負債合計 2,004,875 3,376,548 

固定負債   

社債 5,850,000 4,900,000 

長期借入金 2,488,300 2,921,500 

役員退職慰労引当金 33,941 27,300 

その他 132,097 59,390 

固定負債合計 8,504,339 7,908,190 

負債合計 10,509,214 11,284,738 

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 8,669,062 8,552,360 

自己株式 △4,230,988 △4,023,869 

株主資本合計 19,169,047 19,259,463 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △493,617 △260,047 

繰延ヘッジ損益 109,719 15,731 

評価・換算差額等合計 △383,897 △244,316 

純資産合計 18,785,149 19,015,147 

負債純資産合計 29,294,363 30,299,886 
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,125,649 5,486,938 

売上原価 3,980,658 2,895,946 

売上総利益 3,144,990 2,590,992 

販売費及び一般管理費   

給料 548,419 502,707 

減価償却費 235,875 216,199 

賞与引当金繰入額 67,300 43,298 

役員賞与引当金繰入額 36,425 26,400 

貸倒引当金繰入額 21,462 14,230 

その他 1,036,858 845,651 

販売費及び一般管理費合計 1,946,340 1,648,486 

営業利益 1,198,650 942,505 

営業外収益   

受取配当金 36,710 19,797 

その他 110,528 103,193 

営業外収益合計 147,238 122,990 

営業外費用   

支払利息 58,509 69,180 

その他 2,451 24,844 

営業外費用合計 60,960 94,024 

経常利益 1,284,928 971,471 

特別利益   

固定資産売却益 － 53 

投資有価証券売却益 138,470 12,410 

役員賞与引当金戻入額 － 23,500 

役員退職慰労引当金戻入額 － 33,721 

特別利益合計 138,470 69,686 

特別損失   

固定資産処分損 15,005 3,526 

投資有価証券売却損 9,119 11,441 

投資有価証券評価損 16,843 － 

役員退職慰労金 354,750 9,807 

特別損失合計 395,718 24,774 

税金等調整前四半期純利益 1,027,679 1,016,383 

法人税、住民税及び事業税 108,398 390,325 

法人税等調整額 331,124 58,282 

法人税等合計 439,523 448,608 

四半期純利益 588,156 567,775 
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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 1,027,679 1,016,383 

減価償却費 235,875 216,199 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,020 6,641 

賞与引当金の増減額（△は減少） △80 9,980 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △77,669 △91,810 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,997 10,757 

受取利息及び受取配当金 △39,482 △30,692 

支払利息 58,509 69,180 

自己株式取得費用 845 725 

社債発行費償却 － 3,521 

為替差損益（△は益） 289 △7,825 

固定資産売却損益（△は益） － △53 

固定資産処分損益（△は益） 15,005 3,526 

投資有価証券売却損益（△は益） △129,350 △969 

投資有価証券評価損益（△は益） 16,843 － 

売上債権の増減額（△は増加） 336,272 644,505 

たな卸資産の増減額（△は増加） △374,369 160,155 

仕入債務の増減額（△は減少） △35,843 6,094 

その他 △270,837 △137,283 

小計 776,705 1,879,036 

利息及び配当金の受取額 39,482 30,692 

利息の支払額 △59,006 △69,016 

法人税等の支払額 △648,383 △416,772 

営業活動によるキャッシュ・フロー 108,798 1,423,940 

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 － △3,500,000 

有形固定資産の取得による支出 △107,733 △110,758 

無形固定資産の取得による支出 △9,000 △15,387 

投資有価証券の取得による支出 △871,127 △317,042 

投資有価証券の売却による収入 1,333,281 127,997 

その他 △9,111 5,699 

投資活動によるキャッシュ・フロー 336,309 △3,809,491 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △266,400 △433,200 

社債の発行による収入 978,931 936,431 

社債の償還による支出 － △1,245,000 

自己株式の取得による支出 △241,457 △207,844 

配当金の支払額 △939,685 △448,496 

財務活動によるキャッシュ・フロー △468,611 △1,398,108 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,503 △3,783,660 

現金及び現金同等物の期首残高 3,902,246 6,489,277 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,878,742 2,705,616 
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（4）継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。

（5）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　前第2四半期連結累計期間  （自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30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 6,279,167      846,481       -                -               7,125,649   -               7,125,649      

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                529,457       178,897      708,355     (708,355) -                  

計 6,279,167      846,481       529,457       178,897      7,834,004   (708,355) 7,125,649      

営業利益 1,253,585      38,441        270,786       31,870 1,594,683   (396,033) 1,198,650      

　当第2四半期連結累計期間  （自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30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 4,641,842      845,096       -                -               5,486,939   -               5,486,939      

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                551,687       154,948      706,636     (706,636) -                  

計 4,641,842      845,096       551,687       154,948      6,193,575   (706,636) 5,486,939      

営業利益 829,030        78,174        323,293       37,903 1,268,401   (325,896) 942,505         

（注）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

前第2四半期連結累計期間 

（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、当第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、各事業別セグメントにおける営業利益へ与える影響はありません。

【所在地別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間  （自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）及び当第2四半期連結累計期間  （自 平成21年

年4月1日　至 平成21年9月30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】

前第2四半期連結累計期間  （自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）及び当第2四半期連結累計期間  （自 平成21年

年4月1日　至 平成21年9月30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

-9-




