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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、雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな回復基調にあるもの

の､円高の進行や中国をはじめアジア新興国経済の減速や英国のＥＵ離脱など､先行き不透明な状況が続いてお

ります。

当家具･インテリア業界におきましては､個人消費に足踏みがみられ､厳しい状況が続いております。

この結果、売上高は、4,491,519千円（前年同期の96.5％）となりました。

セグメント別売上高は、家具商品部門が2,085,058千円（前年同期の95.0％）と減少しました。

不動産賃貸部門は、2,323,130千円（前年同期の97.9％）と減少しました。

その他部門であるプラスチック成型品は、83,330千円（前年同期の95.1％）と減少しました。

一方、利益面におきましては、営業利益は､販売費及び一般管理費の増加により、1,124,102千円（前年同期の

92.3％)となり、経常利益は、1,240,914千円（前年同期の100.2％）となり、四半期純利益は、841,280千円（前年同

期の102.6％)となりました。

　（2）　財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、3,978,586千円となり、前事業年度末に比べ676,402千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、45,733,311千円となり、前事業年度末に比べ1,357,662千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、1,426,516千円となり、前事業年度末に比べ237,256千円の減少となりました。これは主に、未払金

の減少によるものであります。

固定負債は、5,102,849千円となり、前事業年度末に比べ232,378千円の増加となりました。これは主に、長期預

り敷金の増加によるものであります。

（純資産）

純資産は、43,182,531千円となり、前事業年度末に比べ686,137千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、1,501,564千円となり、前年同四半期累計期

間末に比べ831,435千円の増加となりました。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、1,452,387千円の収入となり、前年同四半期累計期間末に比べ299,973千

円の収入の増加となりました。これは主に、仕入債務の増加と長期預り敷金の増加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、1,484,632千円の支出となり、前年同四半期累計期間末に比べ739,782千

円の支出の減少となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入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、132,621千円の支出となり、前年同四半期累計期間末に比べ692千円の支

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29年3月期通期の業績予想につきましては、平成28年5月13日（平成28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。
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２. サマリー情報（注記事項）に関する事項

　会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い､「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対

応報告第32号　平成28年6月17日)を第1四半期会計期間に適用し､平成28年4月1日以後に取得する建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

 これによる当第2四半期累計期間の損益に与える影響はありません。
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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28年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,771,474 2,181,064

受取手形 464,108 365,497

売掛金 444,914 440,908

商品 876,817 862,828

その他 107,180 132,755

貸倒引当金 △9,506 △4,467

流動資産合計 4,654,989 3,978,586

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 15,085,939 15,217,920

土地 25,254,214 26,401,598

その他（純額） 512,585 661,404

有形固定資産合計 40,852,740 42,280,922

無形固定資産 1,088,393 1,088,095

投資その他の資産

投資有価証券 401,951 409,544

長期貸付金 1,442,753 1,400,753

その他 946,016 822,130

貸倒引当金 △356,206 △268,135

投資その他の資産合計 2,434,514 2,364,293

固定資産合計 44,375,648 45,733,311

資産合計 49,030,638 49,711,898

負債の部

流動負債

買掛金 360,462 365,073

未払法人税等 477,566 374,111

賞与引当金 16,204 18,495

その他 809,540 668,836

流動負債合計 1,663,773 1,426,516

固定負債

退職給付引当金 9,275 -

長期預り敷金 4,854,719 5,102,849

その他 6,475 -

固定負債合計 4,870,471 5,102,849

負債合計 6,534,244 6,529,366
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成28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 34,079,885 34,788,467

自己株式 △419,121 △419,121

株主資本合計 42,495,763 43,204,345

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 45,310 50,579

繰延ヘッジ損益 △44,679 △72,393

評価・換算差額等合計 630 △21,813

純資産合計 42,496,394 43,182,531

負債純資産合計 49,030,638 49,711,898
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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27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 4,655,334 4,491,519

売上原価 3,030,785 2,881,447

売上総利益 1,624,548 1,610,071

販売費及び一般管理費 406,965 485,968

営業利益 1,217,582 1,124,102

営業外収益

受取利息 5,740 8,290

受取配当金 8,141 6,453

貸倒引当金戻入額 23,164 93,110

その他 6,686 10,332

営業外収益合計 43,732 118,186

営業外費用

商品廃棄損 20,258 1,312

その他 2,651 62

営業外費用合計 22,910 1,375

経常利益 1,238,405 1,240,914

特別利益

固定資産売却益 380 23,543

特別利益合計 380 23,543

特別損失

固定資産除却損 12,719 46,255

特別損失合計 12,719 46,255

税引前四半期純利益 1,226,066 1,218,202

法人税、住民税及び事業税 374,405 336,801

法人税等調整額 32,092 40,120

法人税等合計 406,498 376,922

四半期純利益 819,568 841,280
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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27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 1,226,066 1,218,202

減価償却費 564,499 535,122

賞与引当金の増減額（△は減少） 724 2,291

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43,593 △93,110

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,187 △9,275

前払年金費用の増減額（△は増加） - △3,895

受取利息及び受取配当金 △13,882 △14,743

為替差損益（△は益） △4,099 48,542

有形固定資産除却損 12,719 46,255

有形固定資産売却損益（△は益） △380 △23,543

売上債権の増減額（△は増加） 132,346 102,617

たな卸資産の増減額（△は増加） 56,080 13,989

仕入債務の増減額（△は減少） △336,342 4,611

長期預り敷金の増減額（△は減少） △32,289 248,129

その他 200,330 △181,848

小計 1,748,992 1,893,344

利息及び配当金の受取額 13,644 14,715

法人税等の支払額 △610,222 △455,672

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,152,413 1,452,387

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 △623,000

定期預金の払戻による収入 - 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △1,946,498 △2,293,594

有形固定資産の売却による収入 480 389,962

貸付けによる支出 △445,000 △423,000

貸付金の回収による収入 289,603 465,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,224,414 △1,484,632

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 △666 -

配当金の支払額 △132,647 △132,621

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,313 △132,621

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,099 △48,542

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,201,215 △213,409

現金及び現金同等物の期首残高 1,871,345 1,714,974

現金及び現金同等物の四半期末残高 670,129 1,501,564
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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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