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（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 14,540 11.1 3,266 9.3 2,992 △29.2 1,915 △33.6

2022年３月期第３四半期 13,087 4.5 2,989 △3.4 4,227 68.0 2,884 77.1

（注）包括利益 2023年３月期第３四半期 1,872百万円（△32.6％) 2022年３月期第３四半期 2,780百万円（77.7％）

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

2023年３月期第３四半期 50.48 －

2022年３月期第３四半期 71.38 －

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

2023年３月期第３四半期 58,051 41,342 71.2 1,095.46

2022年３月期 57,591 42,658 74.1 1,071.41

（参考）自己資本 2023年３月期第３四半期 41,342百万円 2022年３月期 42,658百万円

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

2022年３月期 － 15.00 － 20.00 35.00

2023年３月期 － 20.00 －

2023年３月期（予想） 20.00 40.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 20,000 13.9 4,800 25.3 5,150 △10.5 3,400 △11.0 85.39

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（２）連結財政状態

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

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期３Ｑ 53,812,692株 2022年３月期 53,812,692株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 16,072,946株 2022年３月期 13,996,946株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 37,947,346株 2022年３月期３Ｑ 40,415,786株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  －社  （社名）-、除外  －社  （社名）

（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

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                        ：無

④  修正再表示                                  ：無

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　本資料に記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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての

注意事項等については、添付資料２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予

測情報に関する説明」をご覧ください。
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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３四半期連結累計期間における我が国経済は、引き続きコロナ禍からの正常化が期待される一方、内外でイ

ンフレ懸念が高まるとともに、これに応ずる形での各国金融当局の政策変更が大幅な為替変動をもたらすなど、景

気の先行きはさらに不透明なものとなっております。

　当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は14,540百万円（前年同期比11.1％増）、営業利

益は3,266百万円（同9.3％増）となりましたが、年末にかけて円高が進んだ影響を受けて、デリバティブ評価損と

して1,912百万円（前年同期は806百万円の評価益）を計上しました。この結果、経常利益は2,992百万円（前年同

期比29.2％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,915百万円（同33.6％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産負債の増減

　当第３四半期連結会計期間末における資産総額は前連結会計年度末に比べ459百万円増の58,051百万円となり、

また、負債総額は前連結会計年度末に比べ1,776百万円増の16,709百万円となりました。純資産は、前連結会計年

度末に比べ1,316百万円減の41,342百万円となり、この結果、自己資本比率は71.2％となりました。

②連結キャッシュ・フロー

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ3,208百万円減の6,354百万円となりました。なお、当四半期連結会計期間における連結キャッシュフローの状況

は以下のとおりであります。

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は1,925百万円（前年同期は1,930百万円の収入）となりました。その主な内訳は、

税金等調整前四半期純利益2,964百万円、為替差益△560百万円、デリバティブ評価損1,912百万円、また、支出の

主な要因は法人税等の支払額2,202百万円であります。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動により支出した資金は5,120百万円（前年同期は225百万円の支出）となりました。その主な内訳は、有

形固定資産の取得による支出が2,380百万円、投資有価証券の取得による支出501百万円などがあり、このほか定期

預金の預入による支出が4,765百万円、定期預金の払戻しによる収入が2,251百万円あります。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動により支出した資金は46百万円（前年同期は2,768百万円の支出）となりました。その主な内訳は、長

期借入による収入が4,805百万円、長期借入金の返済が1,689百万円、配当金の支払額が1,518百万円、自己株式の

取得が1,643百万円あります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によ

り、予想数値と異なる可能性があります。特に、経常利益、当期純利益は、為替の変動によりデリバティブ評価損

益が生じた場合、その影響を受けることとなります。

　なお、2023年３月期の通期業績予想につきましては、3月末の為替の見通しが難しいことから、2022年4月6日の

「2022年3月期決算短信」で公表いたしました通期の業績予想を据え置いております。業績予想の修正の必要性が

生じた場合には速やかに開示いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,999,650 12,832,598

受取手形、売掛金及び契約資産 4,537,794 5,369,240

商品 3,035,577 2,803,736

原材料 16,795 16,152

その他 1,192,146 627,192

貸倒引当金 △643 △830

流動資産合計 21,781,320 21,648,090

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,403,969 7,174,214

土地 23,097,451 23,894,589

その他（純額） 761,258 1,965,875

有形固定資産合計 31,262,678 33,034,678

無形固定資産 94,032 71,815

投資その他の資産 4,453,932 3,296,914

固定資産合計 35,810,643 36,403,408

資産合計 57,591,964 58,051,498

負債の部

流動負債

買掛金 1,086,382 980,948

１年内返済予定の長期借入金 1,974,588 2,454,984

未払法人税等 1,349,674 199,853

賞与引当金 97,000 42,000

その他 766,750 731,853

流動負債合計 5,274,395 4,409,639

固定負債

長期借入金 9,602,433 12,237,315

役員退職慰労引当金 33,941 33,941

その他 22,210 28,125

固定負債合計 9,658,585 12,299,381

負債合計 14,932,981 16,709,020

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 12,500,000 12,500,000

資本剰余金 4,922,559 4,922,559

利益剰余金 36,092,183 36,456,832

自己株式 △10,972,054 △12,610,018

株主資本合計 42,542,687 41,269,372

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 116,295 73,105

その他の包括利益累計額合計 116,295 73,105

純資産合計 42,658,983 41,342,477

負債純資産合計 57,591,964 58,051,498
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 13,087,263 14,540,914

売上原価 7,343,682 8,368,378

売上総利益 5,743,581 6,172,536

販売費及び一般管理費 2,753,817 2,906,194

営業利益 2,989,763 3,266,341

営業外収益

売電収入 91,518 99,987

デリバティブ評価益 806,341 －

為替差益 156,186 1,338,973

受取運賃収入 147,221 202,772

その他 88,831 66,405

営業外収益合計 1,290,100 1,708,139

営業外費用

売電原価 31,314 29,912

デリバティブ評価損 － 1,912,663

その他 20,672 38,992

営業外費用合計 51,987 1,981,568

経常利益 4,227,876 2,992,912

特別利益

固定資産売却益 453 219

会員権売却益 2,436 －

投資有価証券売却益 － 57,513

特別利益合計 2,889 57,733

特別損失

固定資産処分損 37,446 77,481

投資有価証券評価損 － 2,229

投資有価証券売却損 － 6,658

特別損失合計 37,446 86,369

税金等調整前四半期純利益 4,193,320 2,964,276

法人税、住民税及び事業税 1,281,652 1,017,435

法人税等調整額 26,839 31,082

法人税等合計 1,308,492 1,048,517

四半期純利益 2,884,828 1,915,758

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,884,828 1,915,758

（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）
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益 2,884,828 1,915,758

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △45,856 △43,190

繰延ヘッジ損益 △58,823 －

その他の包括利益合計 △104,680 △43,190

四半期包括利益 2,780,147 1,872,568

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,780,147 1,872,568

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 4,193,320 2,964,276

減価償却費 566,109 530,612

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,500 △55,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,658 187

受取利息及び受取配当金 △15,116 △24,733

支払利息 19,626 33,159

為替差損益（△は益） △56,317 △560,698

デリバティブ評価損益（△は益） △806,341 1,912,663

投資有価証券売却損益（△は益） － △50,854

固定資産売却益 △453 △219

固定資産処分損 18,946 54,750

売上債権の増減額（△は増加） △26,370 △831,446

棚卸資産の増減額（△は増加） △492,010 108,770

仕入債務の増減額（△は減少） △225,906 123,703

その他 △40,576 △69,014

小計 3,079,750 4,136,156

利息及び配当金の受取額 15,116 24,733

利息の支払額 △19,615 △33,159

法人税等の支払額 △1,144,544 △2,202,642

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,930,706 1,925,087

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 － △4,765,620

定期預金の払戻による収入 － 2,251,327

有形固定資産の取得による支出 △433,539 △2,380,294

無形固定資産の取得による支出 － △5,126

投資有価証券の売却による収入 － 281,369

投資有価証券の取得による支出 △205,237 △501,892

保険積立金の解約による収入 457,716 －

その他 △44,210 57

投資活動によるキャッシュ・フロー △225,271 △5,120,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 4,805,000

長期借入金の返済による支出 △1,588,312 △1,689,722

自己株式の取得による支出 △112 △1,643,696

配当金の支払額 △1,179,867 △1,518,532

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,768,291 △46,951

現金及び現金同等物に係る換算差額 56,317 33,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,006,539 △3,208,454

現金及び現金同等物の期首残高 10,711,023 9,563,388

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,704,484 6,354,933

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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）

当第３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年12月31日）

　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）

当第３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年12月31日）

　当社は、2022年4月19日開催の取締役会決議に基づき、自己株式2,076,000株の取得を行いました。この結果、当第

3四半期連結累計期間において単元未満株式の買取りによる増加も含めて、自己株式が1,637,964千円増加し、当第3

四半期連結会計期間末において自己株式が12,610,018千円となっております。

（会計方針の変更）

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号、2021年６月17日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項

に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ

とといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）２

四半期連結損
益計算書計上
額（注）３建材関連事業

不動産賃貸事
業

その他　　
（注）1

計

売上高

外部顧客への売上高 12,476,068 79,422 531,772 13,087,263 － 13,087,263

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 1,557,754 1,153,570 2,711,325 △2,711,325 －

計 12,476,068 1,637,177 1,685,343 15,798,589 △2,711,325 13,087,263

セグメント利益 2,879,269 1,047,608 338,562 4,265,440 △1,275,676 2,989,763

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）２

四半期連結損
益計算書計上
額（注）３建材関連事業

不動産賃貸事
業

その他　　
（注）1

計

売上高

外部顧客への売上高 14,025,924 69,239 445,750 14,540,914 － 14,540,914

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 1,559,841 1,146,273 2,706,114 △2,706,114 －

計 14,025,924 1,629,080 1,592,023 17,247,028 △2,706,114 14,540,914

セグメント利益 3,418,240 914,463 259,471 4,592,174 △1,325,833 3,266,341

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021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

（注）１．「その他」の区分は、ホームセンターへの卸売り販売事業及び当社商品の入出庫事業であります。

　　　２．セグメント利益の調整額△1,275,676千円には、セグメント間取引消去△147,471千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△1,128,205千円が含まれております。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．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．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。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022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

（注）１．「その他」の区分は、ホームセンターへの卸売り販売事業及び当社商品の入出庫事業であります。

　　　２．セグメント利益の調整額△1,325,833千円には、セグメント間取引消去△118,361千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△1,207,472千円が含まれております。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．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．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。
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