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

24年3月期第3四半期 9,203 5.6 2,134 23.1 2,149 23.9 1,152 15.7
23年3月期第3四半期 8,715 8.1 1,733 17.4 1,734 13.9 996 16.6

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 945百万円 （16.6％） 23年3月期第3四半期 810百万円 （―％）

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3四半期 54.84 ―

23年3月期第3四半期 45.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 30,493 19,872 65.2
23年3月期 30,932 19,662 63.6

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  19,872百万円 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 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 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、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 12,350 5.1 2,510 6.1 2,600 5.4 1,470 12.0 70.66

           



(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。 

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3Q 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3Q 6,101,389 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3Q 21,016,886 株 23年3月期3Q 21,724,104 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3四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災以降停滞していた生産活動は回復に向かいつつ

ありますが、電力供給不足や原子力災害の影響に加え、円高・株安の進行、欧州の政府債務危機など、国内外とも懸念

すべき問題も多く、日本経済の先行きは不透明な状況で推移してまいりました。

　当社関連業界につきましては、新設住宅着工件数は回復基調にあり、建築投資には持ち直しの動きが見られますが、

震災による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9,203百万円（前年同四半期比5.6％増）、

営業利益は2,134百万円（同23.1％増）、経常利益は2,149百万円（同23.9％増）となり、四半期純利益は1,152百万円

（同15.7％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8,342百万円（同7.6％増）、また、ＨＲＢ事業の売上高は861百万

円（同10.2％減）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3四半期連結累計期間末における資産総額は前連結会計年度末に比べ439百万円減少の30,493百万円となり、

また、負債総額は前連結会計年度末に比べ649百万円減少の10,620百万円となりました。純資産は剰余金の処分や

自己株式の取得も含め、前連結会計年度末に比べ210百万円増加の19,872百万円となり、この結果、自己資本比率

は65.2％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

2,103百万円減少の1,072百万円となりました。なお、当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2,006百万円となりましたが、法人税等の支払などにより、営業活動により得られた資

金は579百万円（前年同四半期は915百万円の収入）となりました。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は1,513百万円（前年同四半期は476百万円の支出）となりました。その主な内訳は、

岩井流通センターの新倉庫や本社隣地ビルの建設費用などの有形固定資産の取得による支出1,315百万円等による

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1,153百万円（前年同四半期は192百万円の支出）となりました。その主な内訳は、

借入金の返済や社債の償還のほか、配当金の支払が423百万円、自己株式の取得による支出が310百万円あります。

（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）当四半期連結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。

（4）追加情報

　　　　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

　　及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の

　　訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。
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１.四半期連結財務諸表 
 （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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,075,997 5,172,515

受取手形及び売掛金 2,937,780 3,071,561

商品 1,946,255 2,373,442

仕掛品 2,679 3,644

その他 321,730 423,360

貸倒引当金 △36,530 △25,948

流動資産合計 12,247,913 11,018,575

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,363,548 5,891,737

土地 10,502,081 11,216,327

その他（純額） 598,454 319,295

有形固定資産合計 16,464,084 17,427,360

無形固定資産 218,193 208,386

投資その他の資産   

投資有価証券 1,361,836 1,113,572

その他 606,284 697,424

貸倒引当金 △7,014 △6,797

投資その他の資産合計 1,961,106 1,804,199

固定資産合計 18,643,384 19,439,946

繰延資産   

社債発行費 41,088 34,594

繰延資産合計 41,088 34,594

資産合計 30,932,385 30,493,116
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 217,872 364,865

短期借入金 847,520 947,120

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 802,628 362,246

賞与引当金 61,470 14,400

役員賞与引当金 31,730 －

その他 453,693 415,499

流動負債合計 2,514,914 2,204,132

固定負債   

社債 5,700,000 5,650,000

長期借入金 3,009,980 2,541,540

役員退職慰労引当金 33,941 33,941

その他 11,300 190,718

固定負債合計 8,755,221 8,416,199

負債合計 11,270,136 10,620,331

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 10,552,473

自己株式 △4,814,751 △5,124,533

株主資本合計 19,741,037 20,158,912

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 △140,625

繰延ヘッジ損益 △28,441 △145,502

その他の包括利益累計額合計 △78,788 △286,128

純資産合計 19,662,249 19,872,784

負債純資産合計 30,932,385 30,493,116
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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３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 8,715,192 9,203,806

売上原価 4,661,558 4,661,812

売上総利益 4,053,634 4,541,994

販売費及び一般管理費 2,320,036 2,407,602

営業利益 1,733,598 2,134,391

営業外収益   

受取配当金 26,753 32,440

その他 158,019 165,865

営業外収益合計 184,773 198,305

営業外費用   

支払利息 101,726 103,336

デリバティブ評価損 69,993 57,168

その他 11,793 22,515

営業外費用合計 183,512 183,020

経常利益 1,734,859 2,149,677

特別利益   

固定資産売却益 184 －

投資有価証券売却益 50,013 －

特別利益合計 50,197 －

特別損失   

固定資産処分損 28,477 83

投資有価証券売却損 2,734 29,885

投資有価証券評価損 － 31,045

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,888 －

その他 － 81,908

特別損失合計 35,100 142,923

税金等調整前四半期純利益 1,749,956 2,006,754

法人税、住民税及び事業税 729,856 762,910

法人税等調整額 23,458 91,207

法人税等合計 753,315 854,117

少数株主損益調整前四半期純利益 996,640 1,152,636

少数株主利益 － －

四半期純利益 996,640 1,152,636
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 四半期連結包括利益計算書 
  第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 996,640 1,152,636

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60,816 △90,278

繰延ヘッジ損益 △125,085 △117,060

その他の包括利益合計 △185,902 △207,339

四半期包括利益 810,738 945,296

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 810,738 945,296

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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 1,749,956 2,006,754

減価償却費 302,337 330,964

賞与引当金の増減額（△は減少） △43,695 △47,070

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） △2,413 △10,798

受取利息及び受取配当金 △50,018 △41,384

支払利息 101,726 103,336

自己株式取得費用 1,048 1,015

社債発行費償却 6,494 6,494

為替差損益（△は益） 4,250 14,906

デリバティブ評価損益（△は益） 69,993 57,168

固定資産売却損益（△は益） △184 －

固定資産処分損益（△は益） 28,477 83

投資有価証券売却損益（△は益） △47,278 29,885

投資有価証券評価損益（△は益） － 31,045

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） △430,760 △133,781

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,759 △438,915

仕入債務の増減額（△は減少） 105,721 △17,696

その他 31,827 △63,236

小計 1,784,129 1,797,041

利息及び配当金の受取額 47,343 41,764

利息の支払額 △79,325 △83,201

法人税等の支払額 △836,617 △1,175,908

営業活動によるキャッシュ・フロー 915,530 579,695

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 △5,160,879 △4,100,000

定期預金の払戻による収入 6,066,996 3,900,000

有形固定資産の取得による支出 △1,725,784 △1,315,658

無形固定資産の取得による支出 △4,568 △6,565

投資有価証券の取得による支出 △859,496 △149,480

投資有価証券の売却による収入 1,052,956 40,316

投資有価証券の償還による収入 200,000 165,000

その他 △45,296 △47,279

投資活動によるキャッシュ・フロー △476,071 △1,513,667

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,000,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △414,540 △668,840

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △290,978 △310,896

配当金の支払額 △437,180 △423,703

財務活動によるキャッシュ・フロー △192,698 △1,153,440

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,306 △16,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 250,066 △2,103,481

現金及び現金同等物の期首残高 1,478,391 3,175,997

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,728,457 1,072,515
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（4）継続企業の前提に関する注記

当第3四半期連結累計期間　（　自　平成23年4月1日　至　平成23年12月31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3四半期連結累計期間  （自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31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 7,755,719      959,472       -                -               8,715,192   -               8,715,192      

　セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                841,843       328,735      1,170,578   △ 1,170,578 -                  

計 7,755,719      959,472       841,843       328,735      9,885,770   △ 1,170,578 8,715,192      

セグメント利益 1,635,450      52,279        464,392       85,721 2,237,843   △ 504,245 1,733,598      

（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△54,940千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△449,304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3四半期連結累計期間  （自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31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 8,342,588      861,218       -                -               9,203,806   -               9,203,806      

　セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                858,683       311,944      1,170,627   △ 1,170,627 -                  

計 8,342,588      861,218       858,683       311,944      10,374,434 △ 1,170,627 9,203,806      

セグメント利益 2,117,386      72,845        393,475       79,053 2,662,760   △ 528,368 2,134,391      

（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△22,951千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△505,421千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3四半期連結累計期間　（　自　平成23年4月1日　至　平成23年12月31日）

　　該当事項はありません。

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）

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
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