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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 14,428 7.2 816 13.7 785 14.4 337 13.2
23年3月期第2四半期 13,459 5.2 717 △1.2 686 0.9 298 14.6

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 426百万円 （28.1％） 23年3月期第2四半期 333百万円 （―％）

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2四半期 22.78 ―
23年3月期第2四半期 20.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 18,902 7,787 35.6
23年3月期 18,413 7,480 35.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,728百万円 23年3月期  6,519百万円

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 ― 8.00 8.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 6.00 6.00

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、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 27,110 4.1 1,170 28.6 1,110 30.7 470 27.6 31.67



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（その他）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」をご覧ください。 

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載し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異なる結果となる可能性があります。業績予想のご利用に当っての注意事項等につきましては、四半期決算短信（添付資料）３ペー
ジ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
  決算補足説明資料は平成２３年１０月２８日（金）に当社ホームページに掲載いたします。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） （株）グッドー

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2Q 15,180,000 株 23年3月期 15,180,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 341,649 株 23年3月期 341,050 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 14,838,595 株 23年3月期2Q 14,839,594 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策による効果や新興国の需
　要拡大等により、企業収益は緩やかな改善の兆しを見せておりますが、依然としてデフレの影響
　や急激な為替変動、株価の低迷など先行き不透明な経済環境が続いております。
　　このような状況における当社グループの業績は、卸売事業においては、指標となる新設住宅着
　工戸数が住宅版エコポイントの終了に伴う駆け込み需要などにより堅調に推移しているものの、
　主力市場である道内では大手ハウスメーカーやビルダーの攻勢により地場工務店が苦戦しており
　、当社業績もその影響を少なからず受ける結果となっております。
　　小売事業においては、東日本大震災の影響による商品の欠品が続いたことに加え、春先の天候
　不順による伸び悩みはありましたが、家電商品を中心に日用品が好調に推移したことと、大曲店
　ペットセンターの改装などお客様に喜ばれる店作りに努めた結果、売上が増加しております。
　また、今期に設置したペット・ガーデン本部により販売戦略の統合と管理効率の向上が図られ、
　関連する部門利益の改善も見られてきております。
　　これらの結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高１４４億２８百万円（前年
　同期比７．２％増）、営業利益８億１６百万円（同１３．７％増）、経常利益７億８５百万円（
　同１４．４％増）、四半期純利益３億３７百万円（同１３．２％増）となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

 　 （卸売事業）

　　　　全国的な住宅需要の伸びが続く中、今期の当社の重点方針でもある新商品の開発・開拓を
　　　商品開発企画課を中心とした社内、社外に向けた活動が少しづつ効果を見せ始めてきている
　　　など今後の業績確保につながる体制づくりに努めた結果、売上高５２億３５百万円（前年同
　　　期比１．６％減）営業利益４億９３百万円（同２．７％増）となりました。

　　（小売事業）

　　　　春先の天候不順の影響はあったものの、屯田店、大曲店では来店客数が増加しており堅調
　　　な業績推移となっております。また、帯広店の開業に伴う諸費用もひと段落し、広告宣伝費
　　　等の経費の削減などがあったことにより、売上高８７億２７百万円（前年同期比１３．３％
　　　増）、営業利益３億７３百万円（同４０．４％増）となりました。

　　（不動産事業）

　　　　賃貸資産の運用により、売上高１億７５百万円（前年同期比６．２％減）、営業利益１億
　　　円（同４．１％増）となりました。

　　（足場レンタル事業）

　　　　新設住宅着工戸数が回復基調で推移していることや、リフォーム需要が堅調に推移してい
　　　ることに加え、大型物件の受注が増加したことなどにより、売上高２億９０百万円、（前年
　　　同期比１７．２％増）営業利益５４百万円（同２３．３％増）となりました。
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 (2) 連結財政状態に関する定性的情報

　　（資産）
　　　当第２四半期連結会計期間末における資産合計は１８９億２百万円となり、前連結会計年度
　　末に比べて４億８８百万円の増加となりました。これは主に、売上債権が増加したことによる
　　ものであります。
　　（負債）
　　　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は１１１億１４百万円となり、前連結会計年

　　　　度末に比べて１億８０百万円円増加しております。これは主に、借入金の減少はありましたが、
　　、仕入債務が８億４百万円増加したことによるものであります。
　　（純資産）
　　　当第２四半期連結会計期間末における純資産は７７億８７百万円となり、前連結会計年度末
　　に比べて３億７百万円増加しております。１株当たりの純資産は４５３円４２銭となり、前連
　　結会計年度末と比較して１４円１０銭増加しております。
　　なお、自己資本比率は３５．６％となっており、前連結会計年度末と比較して０．２ポイント
　　向上しております。

　　②　連結キャッシュ・フローの状況　
　　　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。）の期末
　　残高は、前連結会計年度末に比べ２億４８百万円減少の２１億６５百万円となりました。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　　　　営業活動の結果による資金の増加は、７億８４百万円となりました。これは主に、仕入債
　　　務が増加したことによるものであります。
　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　　　　投資活動の結果による資金の減少は、５４百万円となりました。これは主に、子会社にお
　　　いて店舗設備の増改築に伴う支出があったことによるものであります。
　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　　　　財務活動の結果による資金の減少は、９億７８百万円となりました。これは主に、短期借
　　　入金３億３０百万円、長期借入金４億９５百万円の返済を行ったことによるものであります。

 (3) 連結業績予想に関する定性的情報

　　　現時点において、平成２３年５月９日付「平成２３年３月期決算短信」において発表してお
　　ります連結業績予想に変更はありません。
　　　当社グループの今後の状況を勘案し、当該連結業績予想に修正がある場合には速やかに開示
　　してまいります。

２．サマリー情報（その他）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

　 　当第２四半期連結会計期間において、子会社㈱グッドーは当社に吸収合併したため、連結の
　範囲から除外しております。
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,420,023 2,171,204

受取手形及び売掛金 1,484,570 2,182,098

商品 2,342,305 2,591,308

販売用不動産 232,760 197,954

その他 283,126 299,962

貸倒引当金 △13,744 △20,824

流動資産合計 6,749,042 7,421,703

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,752,058 5,478,286

土地 2,567,299 2,405,789

その他（純額） 2,057,319 2,288,868

有形固定資産合計 10,376,676 10,172,944

無形固定資産 10,786 11,001

投資その他の資産   

その他 1,316,977 1,323,673

貸倒引当金 △39,880 △27,287

投資その他の資産合計 1,277,096 1,296,385

固定資産合計 11,664,560 11,480,331

資産合計 18,413,602 18,902,035

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,637,792 2,442,567

短期借入金 2,265,163 1,933,084

未払法人税等 215,152 388,790

賞与引当金 98,440 133,204

その他 627,378 679,752

流動負債合計 4,843,926 5,577,398

固定負債   

長期借入金 4,393,919 3,900,000

退職給付引当金 274,533 276,175

役員退職慰労引当金 363,562 326,985

資産除去債務 215,610 217,787

その他 841,865 815,740

固定負債合計 6,089,489 5,536,689

負債合計 10,933,416 11,114,087
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 793,350 793,350

資本剰余金 834,500 834,500

利益剰余金 4,930,821 5,150,081

自己株式 △130,954 △131,135

株主資本合計 6,427,717 6,646,796

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,808 △5,829

繰延ヘッジ損益 △6,200 △5,691

土地再評価差額金 92,790 92,790

その他の包括利益累計額合計 91,399 81,270

少数株主持分 961,069 1,059,881

純資産合計 7,480,186 7,787,947

負債純資産合計 18,413,602 18,902,035
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 13,459,732 14,428,978

売上原価 10,194,256 10,908,038

売上総利益 3,265,475 3,520,940

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 977,137 1,024,470

賞与引当金繰入額 109,012 133,204

退職給付費用 22,995 15,341

貸倒引当金繰入額 7,355 4,940

その他 1,431,116 1,526,910

販売費及び一般管理費合計 2,547,617 2,704,866

営業利益 717,857 816,073

営業外収益   

受取利息 347 342

仕入割引 37,876 38,740

その他 25,033 26,718

営業外収益合計 63,256 65,801

営業外費用   

支払利息 52,631 52,725

売上割引 25,411 30,730

デリバティブ評価損 11,130 6,594

その他 5,467 6,711

営業外費用合計 94,640 96,761

経常利益 686,474 785,113

特別損失   

固定資産除売却損 2,088 4,355

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 100,484 －

特別損失合計 102,572 4,355

税金等調整前四半期純利益 583,901 780,758

法人税、住民税及び事業税 321,917 375,069

法人税等調整額 △82,116 △30,641

法人税等合計 239,801 344,427

少数株主損益調整前四半期純利益 344,100 436,330

少数株主利益 45,508 98,358

四半期純利益 298,591 337,971
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 344,100 436,330

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,427 △10,674

繰延ヘッジ損益 406 997

その他の包括利益合計 △11,020 △9,676

四半期包括利益 333,079 426,654

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 287,531 327,842

少数株主に係る四半期包括利益 45,548 98,811
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 583,901 780,758

減価償却費 227,379 271,464

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,049 1,642

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,707 34,764

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,012 △5,512

受取利息及び受取配当金 △2,701 △2,994

支払利息 52,631 52,725

デリバティブ評価損益（△は益） 11,130 6,594

固定資産除売却損益（△は益） 2,088 4,355

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 100,484 －

売上債権の増減額（△は増加） △854,285 △697,527

たな卸資産の増減額（△は増加） △764,038 △214,197

仕入債務の増減額（△は減少） 1,673,341 804,775

未払消費税等の増減額（△は減少） △93,708 22,617

その他 283,312 14,146

小計 1,244,205 1,073,611

利息及び配当金の受取額 2,701 2,993

利息の支払額 △73,065 △54,068

役員退職慰労金の支払額 － △36,577

法人税等の支払額 △339,270 △201,263

営業活動によるキャッシュ・フロー 834,571 784,696

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 △1,101 △116

有形固定資産の取得による支出 △1,224,840 △50,658

無形固定資産の取得による支出 － △480

投資有価証券の取得による支出 △1,104 △1,156

貸付けによる支出 － △2,200

貸付金の回収による収入 384 774

出資金の払込による支出 － △1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,226,662 △54,837

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △520,000 △330,000

長期借入れによる収入 1,600,000 －

長期借入金の返済による支出 △730,996 △495,998

自己株式の取得による支出 △89 △181

配当金の支払額 △89,038 △118,305

リース債務の返済による支出 △18,053 △34,309

財務活動によるキャッシュ・フロー 241,822 △978,794

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △150,268 △248,935

現金及び現金同等物の期首残高 2,200,292 2,414,216

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,050,024 2,165,281
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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）セグメント情報等
　　　
　 前第２四半期連結累計期間（自平成22年4月1日　至平成22年9月30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）
足場レンタル

事業

売上高
　外部顧客への売上高 5,322,002 7,703,238 186,775 247,716 13,459,732

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高

　　計 5,728,020 7,705,642 200,229 247,716 13,881,609

セグメント利益 480,618 265,792 97,035 44,250 887,696

　２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額
　　　及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　   　　（単位：千円）

報告セグメント計    887,696

セグメント間取引消去    △9,249

全社費用（注）  △160,589

四半期連結損益計算書の営業利益    717,857

（注）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。

３．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23年4月1日　至平成23年9月30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）

足場レンタル

事業

売上高
　外部顧客への売上高 5,235,634 8,727,640 175,264 290,440 14,428,978

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高

　　計 5,608,475 8,732,998 187,660 290,440 14,819,573

セグメント利益 493,617 373,238 100,991 54,573 1,022,419

　２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額
　　　及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　   　　（単位：千円）

報告セグメント計  1,022,419

セグメント間取引消去    △1,421

全社費用（注）  △204,923

四半期連結損益計算書の営業利益    816,073

（注）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。

390,595

利益 金額

372,841 5,358 12,396 －

－ 421,877

合計

卸売事業 小売事業 不動産事業 合計

利益 金額

卸売事業 小売事業 不動産事業

406,018 2,404 13,454
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３．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

　　　　該当事項はありません。
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