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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2四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策により企業収益は改善し、設備投資の拡

大や上向く雇用情勢等から個人消費も底堅く推移し、全体として景気は緩やかな回復傾向にありました。

しかしながら、中国経済の減速懸念やアジア新興国の成長の鈍化等の海外リスクが存在し、依然として先行きは不

透明な状況にあります。

当家具・インテリア業界におきましては、厳しい状況の中にも業務用家具に回復の兆しがみえはじめました。この

結果、売上高は、4,655,334千円（前年同期の109.9％）となりました。

セグメント別売上高は、家具商品部門が2,195,906千円（前年同期の101.0％）となりました。

不動産賃貸部門は、新規稼働物件等もあり2,371,783千円（前年同期の120.0％）となりました。

その他部門は、プラスチック成型品は、87,643千円（前年同期の103.3％）となりました。

一方、利益面におきましては、営業利益は、売上高が増加したことにより、1,217,582千円（前年同期の109.2％）

と増益となりました。経常利益は、1,238,405千円（前年同期の110.7％)と増益となりました。四半期純利益は、前年

同期に計上した固定資産売却益213,374千円の計上がなくなったこと等により、819,568千円（前年同期の96.3％）

と減益となりました。

　（2）　財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、3,942,158千円となり、前事業年度末に比べ1,350,545千円の減少となりました。これは主に、現金

及び預金の減少によるものであります。

　 固定資産は、44,725,108千円となり、前事業年度末に比べ1,505,223千円の増加となりました。これは主に、有

形固定資産の増加によるものであります。

（負債）

流動負債は、1,466,545千円となり、前事業年度末に比べ504,028千円の減少となりました。これは主に、支払手

形の減少によるものであります。

固定負債は、5,064,826千円となり、前事業年度末に比べ45,476千円の減少なりました。これは主に、長期預り

敷金の減少によるものであります。

（純資産）

純資産は、42,135,893千円となり、前事業年度末に比べ704,183千円の増加となりました。これは主に、利益剰

余金の増加によるものであります。

(キャッシュ・フローの状況）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、670,129千円となり、前年同四半期累計期間

末に比べ395,221千円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,152,413千円の収入となり、前年同四半期累計期間末に比べ423,329千

円の減少となりました。これは主に、長期預り敷金の減少によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,224,414千円の支出となり、前年同四半期累計期間末に比べ501,024千

円の支出の増加となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入の減少によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、133,313千円の支出となり、前年同四半期累計期間末に比べ314千円の支

出の減少となりました。これは主に、自己株式の取得による支出の減少によるものであります。

　（3）　業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年3月期通期の業績予想につきましては、平成27年5月15日（平成27年3月期決算短信（非連結）に記載

しております)発表のとおり推移しており変更はありません。

２. サマリー情報（注記事項）に関する事項

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 2,873,401 1,795,186

受取手形 469,559 414,237

売掛金 688,140 611,116

商品 1,068,656 1,012,576

その他 205,059 119,915

貸倒引当金 △12,115 △10,874

流動資産合計 5,292,703 3,942,158

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 15,811,344 15,740,677

土地 23,404,872 25,159,681

その他（純額） 893,537 572,363

有形固定資産合計 40,109,754 41,472,722

無形固定資産 1,088,990 1,088,691

投資その他の資産

投資有価証券 502,570 528,032

長期貸付金 929,573 1,084,969

その他 879,702 799,045

貸倒引当金 △290,705 △248,353

投資その他の資産合計 2,021,140 2,163,693

固定資産合計 43,219,885 44,725,108

資産合計 48,512,588 48,667,266

負債の部

流動負債

支払手形 285,240 12,996

買掛金 517,920 453,822

未払法人税等 624,931 395,635

賞与引当金 16,244 16,968

その他 526,236 587,122

流動負債合計 1,970,574 1,466,545

固定負債

退職給付引当金 37,799 24,612

長期預り敷金 5,072,504 5,040,214

固定負債合計 5,110,303 5,064,826

負債合計 7,080,877 6,531,372
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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 3,887,500 3,887,500

資本剰余金 4,947,500 4,947,500

利益剰余金 32,905,251 33,592,115

自己株式 △418,455 △419,121

株主資本合計 41,321,795 42,007,993

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 108,460 125,698

繰延ヘッジ損益 1,454 2,201

評価・換算差額等合計 109,914 127,899

純資産合計 41,431,710 42,135,893

負債純資産合計 48,512,588 48,667,266
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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 4,235,543 4,655,334

売上原価 2,684,151 3,030,785

売上総利益 1,551,391 1,624,548

販売費及び一般管理費 436,876 406,965

営業利益 1,114,515 1,217,582

営業外収益

受取利息 5,912 5,740

受取配当金 7,675 8,141

貸倒引当金戻入額 - 23,164

その他 3,602 6,686

営業外収益合計 17,189 43,732

営業外費用

貸倒引当金繰入額 11,710 -

商品廃棄損 1,199 20,258

その他 222 2,651

営業外費用合計 13,131 22,910

経常利益 1,118,573 1,238,405

特別利益

固定資産売却益 213,374 380

特別利益合計 213,374 380

特別損失

固定資産売却損 2,579 -

固定資産除却損 6,886 12,719

特別損失合計 9,465 12,719

税引前四半期純利益 1,322,482 1,226,066

法人税、住民税及び事業税 447,860 374,405

法人税等調整額 23,714 32,092

法人税等合計 471,575 406,498

四半期純利益 850,907 819,568
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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 1,322,482 1,226,066

減価償却費 395,890 564,499

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,965 724

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,710 △43,593

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,019 △13,187

受取利息及び受取配当金 △13,587 △13,882

為替差損益（△は益） △10,471 △4,099

有形固定資産除却損 6,886 12,719

有形固定資産売却損益（△は益） △210,795 △380

売上債権の増減額（△は増加） 219,957 132,346

たな卸資産の増減額（△は増加） △82,753 56,080

仕入債務の増減額（△は減少） 105,858 △336,342

長期預り敷金の増減額（△は減少） 516,490 △32,289

その他 39,901 200,330

小計 2,280,515 1,748,992

利息及び配当金の受取額 13,362 13,644

法人税等の支払額 △718,134 △610,222

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,575,742 1,152,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △123,000 △123,000

有形固定資産の取得による支出 △2,305,756 △1,946,498

有形固定資産の売却による収入 530,066 480

貸付けによる支出 △373,400 △445,000

貸付金の回収による収入 548,700 289,603

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,723,390 △2,224,414

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △952 △666

配当金の支払額 △132,676 △132,647

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,628 △133,313

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,471 4,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △270,804 △1,201,215

現金及び現金同等物の期首残高 1,336,155 1,871,345

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,065,351 670,129
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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。

　

　

（4）
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