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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 2,665 14.6 0 ― △6 ― △6 ―
25年3月期第2四半期 2,326 10.5 △14 ― △23 ― △12 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 14,741百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △47,439百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 △19.01 ―
25年3月期第2四半期 △34.42 ―

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 6,945 1,818 26.2 4,991.68
25年3月期 7,239 1,814 25.1 4,981.10
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  1,818百万円 25年3月期  1,814百万円

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

25年3月期 ― ― ― 30.00 30.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 30.00 30.00

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  ：  有   

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 5,500 6.4 60 0.0 50 32.1 30 28.6 82.37



(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ますが、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 
本資料に掲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
業績など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

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） 26年3月期2Q 400,000 株 25年3月期 400,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 35,793 株 25年3月期 35,783 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 364,215 株 25年3月期2Q 364,217 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（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）における日本の経済情勢は、昨年暮

れの政権交代に端を発したデフレ脱却政策が功を奏し、大幅な円安と株価高騰、更には日銀の超金融緩和策が相ま

って、長年の日本経済低迷からの方向転換が現実のものとなってまいりました。また、平成26年４月から実施が決

定している消費税増税は消費者心理にも大きく影響し、ＧＤＰ押し上げの一役を担ってきております。 

 そのような状況下、住宅産業におきましては、新規住宅着工件数が前年同期比12％の増加となり、首都圏を中心

として大手住宅業者での伸びは顕著なものとなっております。当地区におきましても、その傾向が現れてきており

ます。 

 当社グループにおきましては、このような住宅産業の好転を商機と捉え、よりお客様のご要望にお応えできるよ

う、これまでの地域別営業体制から商品別営業体制への変換を図っております。 

 営業本部におきましては、より専門的な商品・サービスを提供すべく、営業担当をプレカット・木材主体と、建

材・住宅設備・省エネ商品主体のグループに分け、双方の営業力をより高度化することで、幅広い分野での対応を

可能としております。これにより、年初よりの円安による輸入材高騰の後押しもあり、売上高・利益増加に寄与し

ております。 

 市場本部におきましては、前連結会計年度来の分譲物件の販売に努めておりますが、計画比では若干の遅れを見

ております。また、リフォーム事業につきましては、様々な大手企業参入による競争激化の中、よりお客様に満足

していただける工事を心がけております。 

 不動産事業におきましては、賃貸事業は引き続き安定的な収入を継続しております。一方で、連結子会社である

株式会社三重ナゴヤホームズの分譲マンション販売につきましては、計画に比し遅れ気味となっております。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,665百万円（前期比339百万円増加、14.6％増加）、営業利

益は０百万円（前年実績は14百万円の営業損失）、経常損失は６百万円（前年実績は23百万円の経常損失）、四半

期純損失は６百万円（前年実績は12百万円の四半期純損失）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（平成25年９月30日現在）の当社グループの財政状態は、売上債権が前連結会計年

度末に比較して46百万円減少しました。また、分譲物件の開発が一段落して販売が進行したことから、たな卸資産

が前連結会計年度末に比較して214百万円減少し、仕入債務が326百万円減少しました。 

 有形固定資産では特に大きな設備投資等がなく、減価償却の進行によって前連結会計年度末に比較して15百万円

の減少となりました。投資有価証券につきましては、新政権による施策により株式相場が上昇したことから、前連

結会計年度末に比較して35百万円増加しました。 

 また、借入債務は前連結会計年度末と大きく変わらず、６百万円増加しました。 

 これらを統合して、現金及び預金の合計は、前連結会計年度末に比較して44百万円減少の705百万円となりまし

た。 

 この結果、負債純資産合計額が前連結会計年度末に比較して293百万円減少したことを主要因として、自己資本

比率は前連結会計年度末に比較して1.1ポイント増加の26.2％となりました。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  通期の連結業績予想につきましては、昨今の景況及び業績動向を踏まえ、平成25年５月14日に発表した予想を修

正しております。詳細につきましては、平成25年11月７日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



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 750,104 705,707

受取手形及び売掛金 953,810 907,305

商品及び製品 1,173,557 1,242,193

仕掛品 558,440 275,232

その他 51,279 37,939

貸倒引当金 △9,300 △4,650

流動資産合計 3,477,893 3,163,728

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,561,610 2,561,610

その他（純額） 529,228 514,074

有形固定資産合計 3,090,839 3,075,685

無形固定資産 2,055 2,539

投資その他の資産   

投資有価証券 562,588 597,752

その他 143,529 142,461

貸倒引当金 △37,261 △36,311

投資その他の資産合計 668,857 703,901

固定資産合計 3,761,751 3,782,126

資産合計 7,239,645 6,945,855

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,343,703 1,016,750

短期借入金 1,147,000 1,020,000

1年内返済予定の長期借入金 1,047,880 962,330

未払法人税等 6,428 945

賞与引当金 15,000 15,000

偶発損失引当金 － 4,500

その他 94,903 105,231

流動負債合計 3,654,914 3,124,757

固定負債   

長期借入金 876,780 1,096,210

繰延税金負債 635,046 645,113

退職給付引当金 97,167 102,143

役員退職慰労引当金 7,150 7,150

受入保証金 128,585 128,565

その他 25,799 23,912

固定負債合計 1,770,528 2,003,094

負債合計 5,425,443 5,127,852



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,000 200,000

資本剰余金 6,567 6,567

利益剰余金 1,530,830 1,512,979

自己株式 △107,730 △107,743

株主資本合計 1,629,667 1,611,803

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 184,533 206,199

その他の包括利益累計額合計 184,533 206,199

純資産合計 1,814,201 1,818,003

負債純資産合計 7,239,645 6,945,855



（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 2,326,408 2,665,530

売上原価 1,921,732 2,240,043

売上総利益 404,676 425,487

販売費及び一般管理費 418,720 424,923

営業利益又は営業損失（△） △14,043 564

営業外収益   

受取利息 80 127

受取配当金 9,910 10,024

仕入割引 6,616 6,896

その他 2,356 4,186

営業外収益合計 18,963 21,234

営業外費用   

支払利息 23,738 22,975

売上割引 5,117 5,222

その他 13 12

営業外費用合計 28,869 28,209

経常損失（△） △23,950 △6,410

特別利益   

投資有価証券売却益 25,464 －

特別利益合計 25,464 －

特別損失   

貸倒引当金繰入額 5,380 －

偶発損失引当金繰入額 － 4,500

特別損失合計 5,380 4,500

税金等調整前四半期純損失（△） △3,865 △10,910

法人税、住民税及び事業税 3,007 1,058

法人税等調整額 5,663 △5,045

法人税等合計 8,671 △3,986

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △12,537 △6,924

四半期純損失（△） △12,537 △6,924



（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損失（△） △12,537 △6,924

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34,901 21,665

その他の包括利益合計 △34,901 21,665

四半期包括利益 △47,439 14,741

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △47,439 14,741

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。   

   

   

セグメント情報  

Ⅰ 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） 

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） 

  

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） 

（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。 

  

（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）

（セグメント情報等）

    営業本部 市場本部 不動産事業 合計 

売上高  

外部顧客への売上高  1,905,726  208,676  212,005  2,326,408

セグメント間の内部売上高又は振替高  17,788  14,095  240  32,124

計  1,923,515  222,772  212,245  2,358,533

セグメント利益又はセグメント損失（△）  △52,577  △27,327  83,814  3,909

利益 金額 

報告セグメント計  3,909

セグメント間取引消去  630

全社費用（注）  △28,490

四半期連結損益計算書の経常損失（△）  △23,950



Ⅱ 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） 

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） 

  

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） 

（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。 

  

    営業本部 市場本部 不動産事業 合計 

売上高  

外部顧客への売上高  2,122,355  284,409  258,765  2,665,530

セグメント間の内部売上高又は振替高  5,055  15,092  60  20,208

計  2,127,411  299,501  258,825  2,685,739

セグメント利益又はセグメント損失（△）  △31,957  △56,761  97,538  8,819

利益 金額 

報告セグメント計  8,819

セグメント間取引消去  934

全社費用（注）  △16,164

四半期連結損益計算書の経常損失（△）  △6,410
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