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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 88,532 11.1 9,124 33.6 9,339 33.3 5,726 38.6
25年3月期第2四半期 79,677 6.7 6,828 9.7 7,004 9.6 4,132 18.8

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 6,309百万円 （69.5％） 25年3月期第2四半期 3,723百万円 （14.4％）

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

26年3月期第2四半期 39.14 ―
25年3月期第2四半期 28.24 ―

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

26年3月期第2四半期 204,805 129,547 63.3 885.48
25年3月期 193,575 124,042 64.1 847.82
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  129,547百万円 25年3月期  124,042百万円

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  
25年3月期第２四半期末配当金の内訳           特別配当       1円50銭 
25年3月期期末配当金の内訳                 特別配当       1円50銭 
26年3月期第２四半期末配当金の内訳           特別配当       1円50銭 
26年3月期期末配当金（予想）の内訳            特別配当       1円50銭 

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

25年3月期 ― 6.50 ― 6.50 13.00
26年3月期 ― 6.50
26年3月期（予想） ― 6.50 13.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 170,000 7.2 12,900 13.1 13,000 12.6 7,500 15.6 51.26



(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成25年5月15日発表の連結業績予想は修正しておりません。上記の予想は、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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 147,874,388 株 25年3月期 147,874,388 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,572,692 株 25年3月期 1,567,935 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 146,303,734 株 25年3月期2Q 146,314,131 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外景気の下振れリスクはあるものの、政府による経済・金

融政策などを背景に、企業業績の改善や個人消費に持ち直しの動きが見られ、景気回復の動きが期待されるなか推

移いたしました。 

  住宅市場におきましても、消費者マインドが底堅く推移するとともに、政府による住宅取得促進策や金利の先高

感、消費税率引き上げ前の駆け込み需要などを背景に、新設住宅着工戸数は前年を上回る状況で推移いたしまし

た。 

 このような状況の下、当社グループでは新築・リフォーム需要の獲得による売上拡大に向け、顧客視点に立った

商品開発、営業展開を積極的に推し進めてまいりました。商品面では、最高級ホーローシステムキッチン「レミュ

ー」のバリエーション強化やホーローシステムキッチン「エマージュ」、ホーロー洗面化粧台「ファミーユ」の新

発売など、当社独自の技術である「高品位ホーロー」を活かした商品群を中心にラインナップの充実を図り、顧客

満足度の高い商品のご提供に努めてまいりました。また、営業面での柱と位置づけているショールーム展開におき

ましては、都市部を更に強化することを目的に、平成25年４月にJR大阪駅隣接のグランフロント大阪内に「大阪

HDCショールーム」を、東京都三鷹市に「三鷹ショールーム」を新設したほか、移転新装オープンならびに主要都

市部での全面リニューアルを積極的に行ってまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高885億３千２百万円（前年同四半期比11.1％

増）、営業利益91億２千４百万円（同33.6％増）、経常利益93億３千９百万円（同33.3％増）、四半期純利益57億

２千６百万円（同38.6％増）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ112億２千９百万円増加し、2,048億５百万円

となりました。主な増加は、現金及び預金11億５千３百万円、受取手形及び売掛金78億２千１百万円、たな卸資産

５億７千５百万円、有形固定資産７億７千万円、投資その他の資産７億３千７百万円などであります。 

 負債は、主に流動負債の増加により、前連結会計年度末と比べ57億２千３百万円増加し、752億５千７百万円と

なりました。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ55億５百万円増加し、1,295億４千７百万円となりました。主な増加は、利

益剰余金49億２千５百万円、その他有価証券評価差額金５億８千３百万円などであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月15日に発表いたしました連結業績予想については現時点で変更ありません。 

   

   

（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。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 36,353 37,506

受取手形及び売掛金 45,484 53,305

商品及び製品 12,278 12,359

仕掛品 1,571 1,809

原材料及び貯蔵品 2,831 3,087

その他 2,483 2,606

貸倒引当金 △102 △100

流動資産合計 100,899 110,575

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 28,851 28,333

土地 39,496 39,846

その他（純額） 7,466 8,406

有形固定資産合計 75,815 76,585

無形固定資産 1,133 1,179

投資その他の資産   

投資有価証券 11,951 12,855

その他 3,775 3,609

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 15,727 16,464

固定資産合計 92,676 94,229

資産合計 193,575 204,805



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,486 34,158

短期借入金 9,900 9,900

未払法人税等 2,742 3,927

その他 10,810 10,430

流動負債合計 52,939 58,416

固定負債   

退職給付引当金 14,225 14,768

役員退職慰労引当金 680 705

その他 1,688 1,367

固定負債合計 16,594 16,841

負債合計 69,533 75,257

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,356 26,356

資本剰余金 30,736 30,736

利益剰余金 62,681 67,607

自己株式 △907 △911

株主資本合計 118,867 123,789

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,716 4,299

土地再評価差額金 1,457 1,457

その他の包括利益累計額合計 5,174 5,757

純資産合計 124,042 129,547

負債純資産合計 193,575 204,805



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 79,677 88,532

売上原価 50,473 55,104

売上総利益 29,204 33,427

販売費及び一般管理費 22,375 24,302

営業利益 6,828 9,124

営業外収益   

受取利息 18 13

受取配当金 113 150

その他 237 248

営業外収益合計 370 411

営業外費用   

支払利息 20 18

その他 173 178

営業外費用合計 194 196

経常利益 7,004 9,339

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 － 91

特別利益合計 － 91

特別損失   

固定資産除却損 122 143

特別損失合計 122 143

税金等調整前四半期純利益 6,881 9,287

法人税等 2,749 3,560

少数株主損益調整前四半期純利益 4,132 5,726

四半期純利益 4,132 5,726



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,132 5,726

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △408 583

その他の包括利益合計 △408 583

四半期包括利益 3,723 6,309

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,723 6,309

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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