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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

24年3月期第2四半期 4,672 6.1 1,194 11.5 1,315 40.8 742 22.7
23年3月期第2四半期 4,406 11.9 1,071 5.6 934 170.0 605 49.3

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

24年3月期第2四半期 40.20 ―
23年3月期第2四半期 32.41 ―

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

24年3月期第2四半期 41,094 37,401 91.0 2,025.20
23年3月期 40,426 36,826 91.1 1,993.97
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  37,401百万円 23年3月期  36,826百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 7.50 7.50

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24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 9,500 △2.4 2,321 △2.6 2,588 9.6 1,400 798.7 75.80



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 18,700,000 株 23年3月期 18,700,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 232,022 株 23年3月期 231,068 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 18,468,386 株 23年3月期2Q 18,670,926 株

※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報告書の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
に基づく四半期報告書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 
 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、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あたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」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）　経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、3月11日に発生した東日本大震災の影響や福島原発事故等に

済活動は平常化しつつあります。しかし、その一方で円高の進行や欧州の債務問題の深刻化や世界的な経済格

差の問題等の不安定な要因があり、経済情勢の先行き不透明感が増す状況にあります。

当家具・インテリア業界におきましては、低迷していた状態から、僅かながら持ち直す兆しが見えてまいりました。

この結果、売上高は、4,672,622千円(前年同期の106.1％）となりました。

セグメント別に見ますと、家具商品部門は、2,502,551千円（前年同期の112.0％）となり、不動産賃貸部門は、

1,966,207千円（前年同期の98.7％）、その他部門は、プラスチック成型品が203,864千円（前年同期の112.5％）と

なりました。

利益面におきましては、営業利益は、売上高の増加により、1,194,574千円（前年同期の111.5％）となり、経常

利益は、前年同期に計上した為替差損141,814千円の計上が無くなったこと等により1,315,559千円（前年同期の

140.8％）となり、四半期純利益は、742,482千円（前年同期の122.7％）となりました。

　（2）　財政状態に関する定性的情報

（資産）

流動資産は、4,892,293千円となり、前事業年度末に比べ150,456千円の増加となりました。これは主に、現金及

び預金の増加によるものであります。

　 固定資産は、36,202,142千円となり、前事業年度末に比べ517,084千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、2,081,907千円となり、前事業年度末に比べ185,059千円の増加となりました。これは主に、未払法

人税等の増加によるものであります。

固定負債は、1,611,106千円となり、前事業年度末に比べ92,414千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。

（純資産）

純資産は、37,401,421千円となり、前事業年度末に比べ574,896千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、535,999千円となり、前年同四半期累計期間

末に比べ422,385千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその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、2,077,075千円の収入となり、前年同四半期累計期間に比べ774,910千円

の収入の増加となりました。これは主に、税引前四半期純利益の増加及び法人税等の還付金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、1,084,955千円の支出となり、前年同四半期累計期間に比べ927,191千円

の支出の増加となりました。これは主に、固定資産の取得の増加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、613,135千円の支出となり、前年同四半期累計期間に比べ587,093千円の

支出の減少となりました。これは主に、短期借入額の減少によるものであります。

　（3）　業績予想に関する定性的情報

平成23年8月11日付「平成24年3月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」にて発表した通期の業績予

想に変更はありません。

2. サマリー情報（その他）に関する事項
該当事項はありません。

伴う電力供給問題の発生で厳しい状況下にありましたが、復旧が進み、個人消費の自粛ムードも緩み、国内の経
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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23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,656,749 2,131,215

受取手形 952,413 608,791

売掛金 784,989 949,149

商品 978,578 1,035,863

その他 383,020 179,814

貸倒引当金 △13,914 △12,542

流動資産合計 4,741,836 4,892,293

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 10,599,829 10,263,453

土地 19,717,035 21,674,988

その他（純額） 408,263 403,570

有形固定資産合計 30,725,129 32,342,013

無形固定資産 1,088,924 1,088,652

投資その他の資産   

投資有価証券 390,269 341,981

長期貸付金 2,910,277 1,883,533

その他 861,394 816,152

貸倒引当金 △290,938 △270,191

投資その他の資産合計 3,871,003 2,771,476

固定資産合計 35,685,057 36,202,142

資産合計 40,426,894 41,094,435

負債の部   

流動負債   

支払手形 396,586 421,283

買掛金 443,191 609,936

短期借入金 473,000 －

未払法人税等 － 598,436

賞与引当金 13,431 18,841

その他 570,640 433,410

流動負債合計 1,896,848 2,081,907

固定負債   

退職給付引当金 187,151 174,061

長期預り敷金 1,516,369 1,437,045

固定負債合計 1,703,521 1,611,106

負債合計 3,600,369 3,693,014
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23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 28,066,281 28,670,246

自己株式 △102,334 △102,768

株主資本合計 36,798,946 37,402,478

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,577 △1,056

評価・換算差額等合計 27,577 △1,056

純資産合計 36,826,524 37,401,421

負債純資産合計 40,426,894 41,094,435
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,406,027 4,672,622

売上原価 2,894,515 3,042,801

売上総利益 1,511,512 1,629,820

販売費及び一般管理費 439,813 435,245

営業利益 1,071,698 1,194,574

営業外収益   

受取利息 3,609 16,230

受取配当金 7,456 3,366

為替差益 － 76,243

受取オプション料 39,000 －

貸倒引当金戻入額 － 22,118

その他 2,771 9,993

営業外収益合計 52,837 127,952

営業外費用   

支払利息 8,805 5,994

為替差損 141,814 －

支払オプション料 39,000 －

商品廃棄損 232 864

その他 125 108

営業外費用合計 189,977 6,967

経常利益 934,559 1,315,559

特別利益   

オプション評価益 153,828 －

貸倒引当金戻入額 7,530 －

特別利益合計 161,358 －

特別損失   

固定資産売却損 3 13

固定資産除却損 22,874 13,697

特別損失合計 22,877 13,710

税引前四半期純利益 1,073,039 1,301,849

法人税、住民税及び事業税 432,917 582,321

過年度法人税等 304,540 －

法人税等調整額 △269,461 △22,955

法人税等合計 467,996 559,366

四半期純利益 605,042 742,482
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 1,073,039 1,301,849

減価償却費 533,119 420,756

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,501 5,410

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,530 △22,118

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,241 △13,090

受取利息及び受取配当金 △11,066 △19,596

支払利息 8,805 5,994

為替差損益（△は益） 969 517

オプション評価損益（△は益） △153,828 －

有形固定資産除却損 22,874 13,697

有形固定資産売却損益（△は益） 3 13

売上債権の増減額（△は増加） 415,767 179,461

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,709 △57,285

仕入債務の増減額（△は減少） 236,595 191,442

長期預り敷金の増減額（△は減少） △64,663 △79,324

その他 118,488 △178,759

小計 2,147,124 1,748,967

利息及び配当金の受取額 9,246 18,921

利息の支払額 △7,880 △5,595

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △846,325 314,781

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,302,164 2,077,075

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 △96,500 △96,000

定期預金の払戻による収入 500 －

有形固定資産の取得による支出 △216,725 △2,015,730

有形固定資産の売却による収入 14 31

長期前払費用の取得による支出 △1,053 －

貸付けによる支出 △29,000 △19,500

貸付金の回収による収入 185,000 1,046,244

投資活動によるキャッシュ・フロー △157,764 △1,084,955

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,060,000 △473,000

自己株式の取得による支出 △149 △434

配当金の支払額 △140,078 △139,701

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,200,228 △613,135

現金及び現金同等物に係る換算差額 △969 △517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △56,797 378,466

現金及び現金同等物の期首残高 170,412 157,532

現金及び現金同等物の四半期末残高 113,614 535,999
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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）

（5）
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