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1.  平成25年1月期第1四半期の連結業績（平成24年1月21日～平成24年4月20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 ％

25年1月期第1四半期 4,299 21.0 185 89.8 225 57.4 136 130.4
24年1月期第1四半期 3,554 5.2 97 △33.1 143 △6.7 59 △31.4

（注）包括利益 25年1月期第1四半期 258百万円 （156.8％） 24年1月期第1四半期 100百万円 （―％）

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

25年1月期第1四半期 15.77 ―

24年1月期第1四半期 7.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年1月期第1四半期 14,783 5,238 35.2
24年1月期 12,187 4,584 37.4

（参考） 自己資本   25年1月期第1四半期  5,203百万円 24年1月期  4,552百万円

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

24年1月期 ― 0.00 ― 14.00 14.00
25年1月期 ―

25年1月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成25年1月期の連結業績予想（平成24年1月21日～平成25年1月20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) 8,794 5.1 765 21.6 738 16.8 383 17.1 39.28
通期 15,339 2.5 891 25.8 842 22.0 418 32.5 42.83



(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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等の変
化により、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結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） 25年1月期1Q 10,079,814 株 24年1月期 8,679,814 株

② 期末自己株式数 25年1月期1Q 311,304 株 24年1月期 311,304 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期1Q 8,660,818 株 24年1月期1Q 8,319,510 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景に個人消費や公

共投資などの内需の底堅い推移により一部回復の兆しが見えたものの、欧州の債務問題の再燃や原油価格

の高騰、円高の定着などにより、先行き不透明な状況が続いております。 

当社を取り巻くガーデニング業界におきましては、住宅ローンの金利優遇や住宅エコポイント制度など

の政策効果もあり、新設住宅着工数は低水準ながら増加基調となっております。 

このような状況の中、当社グループは、庭は家での暮らしにおける5番目の部屋である「5thROOM」（フ

ィフスルーム）に基づき、「ポーチガーデン」での暮らしのデザインを提唱し、新商品のラインアップ充

実と市場への啓発活動に注力してまいりました。 

売上高につきまして、プロユース部門では、新設住宅着工数が低水準で増加する中、家と庭をつなぐ空

間となる「ポーチガーデン」シリーズの販売が顕著に推移したことや、またこれらを構成する部材である

「エバーアートウッド」が建材としても使用されることから比較的順調に推移いたしました。また、夜の

庭を演出する「光」について当社認定制度である「エクステリア＆ガーデンライティングマイスター制

度」の開始により照明機器の販売が堅調に推移したこと等により、前年同四半期と比べて増加いたしまし

た。  

ホームユース部門では、原発の稼働問題により消費者の間でも節電の意識が高まり、暑さ対策としてシ

ェードやよしずなどの日除け商品や木製品の売上が順調に伸びたこと等により、前年同四半期と比べ増加

いたしました。  

以上の結果、当第１四半期連結累計期間は売上高4,299,339千円（前年同四半期比21.0％増）、営業利

益185,877千円（前年同四半期比89.8％増）、経常利益225,915千円（前年同四半期比57.4％増）、四半期

純利益136,565千円（前年同四半期比130.4％増）となりました。  

  

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は14,783,172千円（前連結会計年度末と比べ2,595,937千

円増）となりました。  

流動資産においては、ガーデニングシーズン立ち上がりの売上増加に伴い受取手形及び売掛金が

3,814,071千円（前連結会計年度末と比べ1,004,740千円増）となりました。またたな卸資産においても販

売に向けた在庫保管により3,499,192千円（前連結会計年度末と比べ526,362千円増）となりました。  

固定資産においては、建物の建設により建物及び構築物が2,136,218千円（前連結会計年度末と比べ

124,739千円増）となりました。 

流動負債においては、販売に向けての商品調達が先行して行われることから支払手形及び買掛金が

3,401,118千円（前連結会計年度末と比べ1,152,598千円増）となりました。  

固定負債においては、商品調達が上半期に嵩むこと等により長期借入金が2,122,747千円（前連結会計

年度末と比べ500,137千円増）となりました。  

 純資産においては、新株式の発行により株主資本が5,112,687千円（前連結会計年度末と比べ531,932千

円増）となりました。 

  

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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現時点におきましては、平成24年３月５日に発表いたしました業績予想に修正はありません。 

  

  

  
  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用 

当第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）および

「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。 

  

  

  

該当事項はありません。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年１月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年４月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,818,132 2,292,961

受取手形及び売掛金 2,809,330 3,814,071

商品及び製品 2,390,401 2,814,456

仕掛品 132,236 144,140

原材料及び貯蔵品 450,190 540,595

繰延税金資産 136,216 118,362

その他 526,794 907,200

貸倒引当金 △12,777 △14,932

流動資産合計 8,250,526 10,616,856

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,011,478 2,136,218

土地 627,239 627,239

建設仮勘定 176,138 189,145

その他（純額） 237,416 261,428

有形固定資産合計 3,052,273 3,214,032

無形固定資産

のれん 381 342

その他 255,468 320,043

無形固定資産合計 255,849 320,386

投資その他の資産

投資有価証券 90,618 92,044

繰延税金資産 19,106 13,039

その他 539,410 547,892

貸倒引当金 △20,549 △21,079

投資その他の資産合計 628,585 631,897

固定資産合計 3,936,708 4,166,315

資産合計 12,187,234 14,783,172
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年１月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年４月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,248,520 3,401,118

短期借入金 1,431,714 1,477,546

1年内返済予定の長期借入金 1,335,151 1,425,046

未払法人税等 255,979 110,423

賞与引当金 51,125 129,853

その他 510,799 733,650

流動負債合計 5,833,290 7,277,637

固定負債

長期借入金 1,622,610 2,122,747

退職給付引当金 10,393 9,594

資産除去債務 74,852 75,199

その他 61,174 59,281

固定負債合計 1,769,030 2,266,823

負債合計 7,602,321 9,544,460

純資産の部

株主資本

資本金 570,560 826,823

資本剰余金 599,167 855,430

利益剰余金 3,492,263 3,511,670

自己株式 △81,236 △81,236

株主資本合計 4,580,755 5,112,687

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,266 7,325

繰延ヘッジ損益 △2,375 79,352

為替換算調整勘定 △32,072 3,706

その他の包括利益累計額合計 △28,181 90,385

少数株主持分 32,339 35,638

純資産合計 4,584,913 5,238,711

負債純資産合計 12,187,234 14,783,172
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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23年１月21日
 至 平成23年４月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月21日

 至 平成24年４月20日)

売上高 3,554,436 4,299,339

売上原価 2,125,104 2,631,975

売上総利益 1,429,331 1,667,364

販売費及び一般管理費 1,331,417 1,481,486

営業利益 97,913 185,877

営業外収益

為替差益 45,266 39,426

受取手数料 11,773 10,698

その他 12,524 13,593

営業外収益合計 69,563 63,717

営業外費用

支払利息 22,199 21,872

その他 1,728 1,807

営業外費用合計 23,928 23,680

経常利益 143,549 225,915

特別損失

固定資産除却損 － 41

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 40,791 －

特別損失合計 40,791 41

税金等調整前四半期純利益 102,758 225,873

法人税、住民税及び事業税 97,211 118,202

法人税等調整額 △53,467 △30,175

法人税等合計 43,743 88,027

少数株主損益調整前四半期純利益 59,014 137,845

少数株主利益又は少数株主損失（△） △258 1,280

四半期純利益 59,273 136,565
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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23年１月21日
 至 平成23年４月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月21日

 至 平成24年４月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 59,014 137,845

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 894 1,058

繰延ヘッジ損益 26,799 81,727

為替換算調整勘定 13,928 37,798

その他の包括利益合計 41,621 120,585

四半期包括利益 100,636 258,431

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 99,860 255,131

少数株主に係る四半期包括利益 775 3,299
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成24年４月２日を払込期日とする公募による新株式発行を行いました。その結果、当第１

四半期連結会計期間において資本金が256,263千円、資本準備金が256,263千円増加し、当第１四半期連

結会計期間末において資本金が826,823千円、資本剰余金が855,430千円となっております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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