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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 21,660 △0.0 1,317 8.2 1,292 10.8 588 24.7
24年3月期第3四半期 21,667 4.9 1,217 18.2 1,167 18.7 471 8.8

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 784百万円 （24.7％） 24年3月期第3四半期 629百万円 （25.3％）

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

25年3月期第3四半期 39.68 ―
24年3月期第3四半期 31.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 18,604 8,605 39.6
24年3月期 17,794 7,939 38.6
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  7,371百万円 24年3月期  6,872百万円

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3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 6.00 6.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 27,220 0.8 1,210 4.7 1,145 4.4 475 10.5 32.02



(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 

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っております。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(3)会計方針の変更・会計
上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※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。業績予想等のご利用に当っての注意事項につきましては、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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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3月期3Q 15,180,000 株 24年3月期 15,180,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 343,692 株 24年3月期 343,448 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 14,836,366 株 24年3月期3Q 14,838,415 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わが国経済は、東日本大震災からの復興需要等により内需
　回復に引き続き底堅さが見られるものの、欧州債務問題やアジア近隣諸国の経済成長の減速に加
　え、領土問題等の懸念材料も多く、依然として先行き不透明な状況が続いております。
　　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、フラット３５Ｓの金利
　優遇措置や住宅ローン減税等の政府による住宅取得支援策などの効果により、新設住宅着工戸数
　は底堅く推移しております。
　　小売事業においては、各店舗において従前より行っているお客様目線に立った売場改装に加え
　て、１号店である屯田店において店舗の大幅改修を行い、来店していただけるお客様に今まで以
　上に楽しんでお買い物をしていただけるよう店舗リニューアルを実施しております。
　　これらの結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高２１６億６０百万円（前年
　同期比０．０％減）、営業利益１３億１７百万円（同８．２％増）、経常利益１２億９２百万円
　（同１０．８％増）、四半期純利益５億８８百万円（同２４．７％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）

　　　　新設住宅着工戸数が堅調に推移する中、取引先との連携による工務店営業などの販促支援
　　　活動や、継続的なセミナー開催及び取引先を対象とした商品勉強会の開催などにより関係強
　　　化を行ってきました。また、新商材である床暖「ユカポ」や内装塗り壁材「ＡＺウォール」
　　　などの市場投入商品が徐々にではありますが業績に貢献してきた結果、売上高８３億３６百
　　　万円（前年同期比４．５％増）、営業利益７億６６百万円（同５．７％増）となりました。

　　（小売事業）

　　　　春先の天候不順による売上の低迷はありましたが、積極的な売場改装や店舗改装により、
　　　来店していただけるお客様の利便性向上に努めてきたことや、販売促進部及び商品部の店舗
　　　常駐などの組織機構変更による管理効率の向上を図ってきたことなどにより、売上高１２７
　　　億５３百万円（前年同期比１．９％減）、営業利益６億３８百万円（同２０．８％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１億７７百万円（前年同期比２６．６％減）、営業利益９７
　　　百万円（同３６．１％減）となりました。

　　（足場レンタル事業）

　　　　新築需要、リフォーム需要が共に堅調に推移する中、施工班及び保有資材をフル稼働させ
　　　る状況が続きましたが、競争激化に伴う受注単価の低下による売上高の伸び悩みと、昨年度
　　　には足場資材の物販があったことから、売上高は３億９２百万円（前年同期比１１．１％減）
　　　となっており、営業利益については、第２ヤードの本格稼働により、足場資材の新規追加購
　　　入と既存資材の更新を進めた結果、５２百万円（同７．５％減）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３四半期連結会計期間末における資産合計は１８６億４百万円となり、前連結会計年度
　　末に比べて８億９百万円の増加となりました。これは主に、売上債権及び棚卸資産が増加した
　　ことによるものであります。

　　（負債）
　　　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は９９億９８百万円となり、前連結会計年度

　　　　末に比べて１億４３百万円増加しております。これは主に、長期借入金７億５７百万円の減少
　　はありましたが、仕入債務が９億５８百万円増加したことによるものであります。

　　（純資産）
　　　当第３四半期連結会計期間末における純資産は８６億５百万円となり、前連結会計年度末に
　　比べて６億６５百万円増加しております。１株当たりの純資産は４９６円８３銭となり、前連
　　結会計年度末に比べて３３円５９銭増加しております。
　　なお、自己資本比率は３９．６％（前連結会計年度末は３８．６％）となりました。

  (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２４年１０月２９日付「平成２５年３月期第２四半期決算短信」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（注記事項）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
　　　　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　
　　　（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
　　　　　当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成２４年４月１日
　　　　以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に
　　　　変更しております。
　　　　　これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び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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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,436,251 2,610,231

受取手形及び売掛金 1,453,526 2,060,651

商品 2,213,390 2,567,008

販売用不動産 197,954 164,160

その他 299,928 322,688

貸倒引当金 △13,671 △5,744

流動資産合計 6,587,380 7,718,996

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,263,196 4,980,269

土地 2,405,789 2,405,789

その他（純額） 2,250,382 2,194,162

有形固定資産合計 9,919,369 9,580,221

無形固定資産 10,688 12,715

投資その他の資産   

その他 1,307,781 1,319,116

貸倒引当金 △30,399 △26,984

投資その他の資産合計 1,277,381 1,292,132

固定資産合計 11,207,438 10,885,068

資産合計 17,794,819 18,604,064

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,517,707 2,475,900

短期借入金 2,348,919 2,310,000

未払法人税等 311,742 385,797

賞与引当金 103,638 94,746

その他 625,704 593,605

流動負債合計 4,907,710 5,860,049

固定負債   

長期借入金 3,395,000 2,637,500

退職給付引当金 261,852 265,830

役員退職慰労引当金 326,985 326,985

資産除去債務 219,965 223,297

その他 743,672 685,031

固定負債合計 4,947,475 4,138,644

負債合計 9,855,186 9,998,694
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31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 5,241,842 5,711,870

自己株式 △131,691 △131,764

株主資本合計 6,738,000 7,207,955

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,168 39,005

繰延ヘッジ損益 △4,180 △2,763

土地再評価差額金 126,906 126,906

その他の包括利益累計額合計 134,894 163,149

少数株主持分 1,066,738 1,234,266

純資産合計 7,939,633 8,605,370

負債純資産合計 17,794,819 18,604,064
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 21,667,193 21,660,280

売上原価 16,456,369 16,427,277

売上総利益 5,210,823 5,233,002

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 1,613,115 1,610,900

賞与引当金繰入額 109,523 94,746

退職給付費用 16,780 25,186

貸倒引当金繰入額 3,086 －

その他 2,251,021 2,185,112

販売費及び一般管理費合計 3,993,526 3,915,945

営業利益 1,217,296 1,317,057

営業外収益   

受取利息 543 505

仕入割引 61,260 61,370

デリバティブ評価益 － 8,337

貸倒引当金戻入額 － 8,214

その他 27,122 21,312

営業外収益合計 88,926 99,739

営業外費用   

支払利息 77,525 64,375

売上割引 49,923 52,728

デリバティブ評価損 1,376 －

その他 10,393 6,982

営業外費用合計 139,219 124,086

経常利益 1,167,003 1,292,710

特別利益   

保険解約返戻金 － 21,785

受取補償金 － 18,802

特別利益合計 － 40,587

特別損失   

固定資産除売却損 4,355 2,727

子会社株式売却損 12,671 －

特別損失合計 17,027 2,727

税金等調整前四半期純利益 1,149,976 1,330,570

法人税、住民税及び事業税 545,550 617,440

法人税等調整額 △5,893 △41,837

法人税等合計 539,657 575,603

少数株主損益調整前四半期純利益 610,318 754,967

少数株主利益 138,319 166,246

四半期純利益 471,999 588,720
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 610,318 754,967

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,106 26,755

繰延ヘッジ損益 2,737 2,779

土地再評価差額金 34,116 －

その他の包括利益合計 18,746 29,535

四半期包括利益 629,065 784,502

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 489,512 616,974

少数株主に係る四半期包括利益 139,552 167,527
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(３) 継続企業の前提に関する注記

　　　　該当事項はありません。

(４) 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。

(５) セグメント情報等

　 前第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及び利益又は損失の金額に関する情報

足場レンタル

事業

売上高

　　外部顧客への売上高 7,977,572 13,005,808 242,418 441,392 21,667,193

　　セグメント間の内部売上高

　　又は振替高

　　計 8,508,201 13,013,046 261,088 441,392 22,223,729

セグメント利益 725,312 528,725 152,481 56,394 1,462,913

　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）

報告セグメント計  1,462,913

セグメント間取引消去    △4,391

全社費用（注）  △241,225

四半期連結損益計算書の営業利益  1,217,296

（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３四半期連結累計期間（自平成24年4月1日　至平成24年12月31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

足場レンタル

事業

売上高

　　外部顧客への売上高 8,336,536 12,753,367 177,879 392,496 21,660,280

　　セグメント間の内部売上高

　　又は振替高

　　計 8,852,808 12,761,587 195,887 392,496 22,202,780

セグメント利益 766,808 638,930 97,388 52,171 1,555,298

（単位：千円）

（単位：千円）

－ 556,536

合計

不動産事業

（単位：千円）

合計

－

卸売事業 小売事業 不動産事業

530,628 7,237 18,670

516,272 8,220 18,008 542,500

卸売事業 小売事業

利益 金額
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　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）

報告セグメント計  1,555,298

セグメント間取引消去    △2,200

全社費用（注）  △236,040

四半期連結損益計算書の営業利益  1,317,057

（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。

（単位：千円）

利益 金額
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