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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）における国内住宅建材市場は、景気の緩や

かな回復、並びに政府による税制改正や省エネ住宅ポイントの実施等により、前年同期に比べ新設住宅の着工戸数が持

ち直した結果、回復基調で推移いたしました。

　このような状況のなか、当社の経営成績は、消費税増税に伴う駆込み需要の反動による受注の減少が生じた前年同期

に比べ、主力製品である新設戸建住宅用建材及びリフォーム用住宅建材の受注は堅調に推移いたしました。

　その結果、売上高は56億７千８百万円（前年同期48億２千１百万円,17.8％増）となりました。

　利益面につきましても、営業利益は１億９千７百万円（前年同期８千万円,145.5％増）、経常利益は２億３千８百万円

（前年同期１億４千３百万円,65.9％増）、四半期純利益は１億５千２百万円（前年同期９千２百万円,65.2％増）となり、

前年同期だけでなく当初の予想に対しても増収増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

　資産合計は、前事業年度末に比べて2.3％増加し、109億２百万円となりました。

　これは、主に投資有価証券の購入により２億４千６百万円、関係会社株式の市場価額が上昇したことによる当四半期

末の評価が６千５百万円、受取手形（電子記録債権を含む）及び売掛金が３億５千２百万円それぞれ増加したこと、現

金及び預金が４億８千７百万円減少したこと等によるものであります。

　負債合計は、前事業年度末に比べて8.4％増加し、23億３千３百万円となりました。

　これは、主に支払手形及び買掛金が１億７百万円、未払法人税等が３千７百万円増加したこと等によるものでありま

す。

　純資産合計は、前事業年度末に比べて0.7％増加し、85億６千８百万円となりました。

　これは、主に当四半期純利益１億５千２百万円の計上による増加及び前期期末配当金３千万円の支払いによる減少の

差引きにより利益剰余金が１億２千１百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が５千９百万円減少したことに

よるものであります。

　当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは２千８百万円（前年同期４億９千８百万円）、投

資活動によるキャッシュ・フローは△４億８千万円（前年同期△９千５百万円）、財務活動によるキャッシュ・フローは

△３千５百万円（前年同期△８千６百万円）となり、現金及び現金同等物は、12億６千万円となり、前年同四半期会計

期間末に比し５億８千９百万円の減少となりました。

　引続き、総費用の抑制に努め収益力の強化を図る方針です。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期業績予想については、平成27年10月26日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載しました平成28年３

月期の業績予想の内容から変更はありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期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。

（２）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。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,747,684 1,260,528

受取手形及び売掛金 1,676,186 1,571,770

電子記録債権 1,220,337 1,676,775

商品及び製品 109,573 137,260

仕掛品 11,511 18,232

原材料及び貯蔵品 469,104 517,582

その他 196,600 245,462

貸倒引当金 △2,462 △2,761

流動資産合計 5,428,536 5,424,850

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,120,292 1,081,293

土地 1,494,526 1,494,526

その他（純額） 643,172 620,481

有形固定資産合計 3,257,991 3,196,301

無形固定資産 39,848 36,345

投資その他の資産

投資有価証券 890,715 1,137,274

関係会社株式 931,670 997,353

その他 118,555 118,573

貸倒引当金 △8,148 △8,148

投資その他の資産合計 1,932,794 2,245,052

固定資産合計 5,230,634 5,477,699

資産合計 10,659,170 10,902,549

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,022,650 1,130,258

未払法人税等 73,102 110,131

賞与引当金 133,000 185,708

その他 356,600 374,390

流動負債合計 1,585,353 1,800,488

固定負債

退職給付引当金 39,906 49,705

その他 527,355 483,725

固定負債合計 567,262 533,430

負債合計 2,152,615 2,333,919
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(単位：千円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,160,418 2,160,418

資本剰余金 2,584,564 2,584,575

利益剰余金 3,530,559 3,651,811

自己株式 △398,884 △398,864

株主資本合計 7,876,657 7,997,940

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 716,856 657,649

土地再評価差額金 △86,959 △86,959

評価・換算差額等合計 629,896 570,689

純資産合計 8,506,554 8,568,630

負債純資産合計 10,659,170 10,902,549
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 4,821,976 5,678,971

売上原価 3,878,652 4,553,641

売上総利益 943,324 1,125,329

販売費及び一般管理費 863,000 928,115

営業利益 80,323 197,214

営業外収益

受取利息 161 291

受取配当金 31,666 34,349

受取保険金 26,267 －

仕入割引 3,378 4,001

その他 5,448 4,289

営業外収益合計 66,921 42,931

営業外費用

売上割引 2,224 1,391

その他 1,361 473

営業外費用合計 3,585 1,864

経常利益 143,659 238,281

特別損失

固定資産除却損 1,414 881

特別損失合計 1,414 881

税引前四半期純利益 142,244 237,399

法人税、住民税及び事業税 34,300 97,600

法人税等調整額 15,814 △12,369

法人税等合計 50,114 85,230

四半期純利益 92,130 152,168
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 142,244 237,399

減価償却費 136,575 149,712

貸倒引当金の増減額（△は減少） △473 299

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,534 52,708

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,748 9,798

受取利息及び受取配当金 △31,827 △34,640

受取保険金 △26,267 -

有形固定資産除却損 1,414 881

売上債権の増減額（△は増加） 549,305 △349,286

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,397 △82,886

その他の流動資産の増減額（△は増加） △39,659 △37,108

仕入債務の増減額（△は減少） △137,525 104,780

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,773 △33,794

その他の流動負債の増減額（△は減少） △46,805 46,818

その他 △39,356 △4,808

小計 590,078 59,873

利息及び配当金の受取額 31,827 34,565

保険金の受取額 26,267 -

法人税等の支払額 △153,933 △65,479

法人税等の還付額 4,288 -

営業活動によるキャッシュ・フロー 498,527 28,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △85,978 △80,470

無形固定資産の取得による支出 △5,005 △539

固定資産の除却による支出 △3,000 -

投資有価証券の取得による支出 - △397,649

関係会社株式の取得による支出 △820 △1,916

その他の収入 752 306

その他の支出 △1,089 △376

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,141 △480,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △82,467 △31,060

自己株式の処分による収入 - 31

その他の支出 △4,440 △4,440

財務活動によるキャッシュ・フロー △86,908 △35,469

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 316,478 △487,156

現金及び現金同等物の期首残高 1,533,694 1,747,684

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,850,172 1,260,528
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（４）四半期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）

該当事項はありません。

（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。

　（開示の省略）

　セグメント情報、その他の注記事項等は、第２四半期決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、

開示を省略しております。
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