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1. 平成30年3月期第2四半期の業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

(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 ％

30年3月期第2四半期 4,701 4.7 1,470 30.8 1,510 21.7 1,248 48.4

29年3月期第2四半期 4,491 △3.5 1,124 △7.7 1,240 0.2 841 2.6

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

30年3月期第2四半期 352.76 ―

29年3月期第2四半期 237.74 ―

当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株
当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年3月期第2四半期 51,850 45,237 87.2

29年3月期 50,963 44,126 86.6

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 45,237百万円 29年3月期 44,126百万円

2. 配当の状況

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

29年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50

30年3月期 ― 0.00

30年3月期（予想） ― 37.50 37.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。平成30年３月期(予想)の１株当たり期末配当金につきまして
は、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

3. 平成30年 3月期の業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

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 9,250 △0.6 2,684 1.3 2,750 △1.5 1,555 △6.6 439.44

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

当社は、平成29年10月1日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。平成30年３月期の業績予想における１株当たり当期純利益につ
きましては、当該株式併合の影響を考慮しております。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。



※ 注記事項

(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

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

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年3月期2Q 3,740,000 株 29年3月期 3,740,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 201,460 株 29年3月期 201,364 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 3,538,605 株 29年3月期2Q 3,538,636 株

当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、
期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※四半期決算短信は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あ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）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。

(株式併合後の配当及び業績予想について)

当社は、平成29年６月29日開催の第58回定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５株につ
き１株の割合で株式併合を実施しております。なお、株式併合考慮前に換算した平成30年３月期の配当予想及び業績予想は以下のとおりとなります。

１.　平成30年３月期の配当予想

　　１株当たり配当金　期末　７円50銭

２.　平成30年３月期の業績予想

　　１株当たり当期純利益　通期　87円89銭
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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

ております。

　

少したことにより､1,470,750千円(前年同期の130.8％)となりました。経常利益は、1,510,694千円（前年同期の121.7％）、

増益となりました。

　（2）　財政状態に関する説明

（資産）

　

（負債）

（純資産）

（キャッシュ・フローの状況）

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

固定資産は、44,963,362千円となり、前事業年度末に比べ523,721千円の減少となりました。これは主に、有形固

流動負債は、1,465,486千円となり､前事業年度末に比べ240,227千円の減少となりました。これは主に､買掛金及

固定負債は､5,147,084千円となり､前事業年度末に比べ16,057千円の増加となりました。これは主に､長期預り敷

び未払法人税等の減少によるものであります。

し、4,270,767千円となりました。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、1,398,370千円の収入（前年同四半期累計期間に比べ54,016千円の収入の減少）

財務活動によるキャッシュ・フローは、133,191千円の支出（前年同四半期累計期間に比べ570千円の支出の増加）とな

純資産は、45,237,528千円となり、前事業年度末に比べ1,110,860千円の増加となりました。これは主に、利益剰

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期累計期間末に比べ2,769,202千円増加

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679,102千円、貸付金の回収による収入435,000千円によるも

投資活動によるキャッシュ・フローは、79,607千円の収入（前年同四半期累計期間に比べ1,564,239千円の収入の増加）

となりました。これは主に、税引前四半期純利益1,806,534千円、減価償却費507,296千円によるものであります。

りました。これは主に、配当金の支払い132,765千円によるものであります。

ます)発表のとおり推移しており変更はありません。

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善を背景に、緩やかな回復基調で推

移したものの、中国をはじめとする新興国経済の先行きや米国の政策動向など、依然として不透明な状況が続い

当家具･インテリア業界におきましては､個人消費に伸び悩みがあり､厳しい状況が続いております。

この結果、売上高は、4,701,295千円（前年同期の104.7％）となりました。

セグメント別売上高は､家具商品部門は､2,119,418千円（前年同期の101.6％）､不動産賃貸部門は､2,486,764千

金 の 増 加 に よ る も の で あ り ま す 。

余金の増加によるものであります。

円（前年同期の107.0％）､その他部門であるプラスチック成型品は、95,112千円（前年同期の114.1％）となりました。

一方、利益面におきましては、営業利益は、売上高が増加するなか、売上原価及び販売費及び一般管理費が減

四半期純利益は、固定資産売却益303,163千円の計上等により、1,248,264千円(前年同期の148.4％)と各利益とも

流動資産は､6,886,736千円となり、前事業年度末に比べ1,410,410千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。

定資産の減少によるものであります。

平成30年３月期の業績予想につきましては、平成29年５月12日（平成29年３月期決算短信（非連結）に記載しており
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,707,888 5,171,227

受取手形 448,264 439,366

売掛金 496,578 412,976

商品 756,144 758,310

その他 72,584 109,586

貸倒引当金 △5,135 △4,732

流動資産合計 5,476,325 6,886,736

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 15,082,114 14,835,545

土地 26,435,296 26,400,563

その他（純額） 542,038 451,887

有形固定資産合計 42,059,449 41,687,996

無形固定資産 1,087,796 1,087,524

投資その他の資産

投資有価証券 424,049 412,534

長期貸付金 1,393,705 1,310,705

その他 783,597 712,951

貸倒引当金 △261,513 △248,350

投資その他の資産合計 2,339,837 2,187,840

固定資産合計 45,487,084 44,963,362

資産合計 50,963,409 51,850,098

負債の部

流動負債

買掛金 405,502 323,309

未払法人税等 625,386 542,974

賞与引当金 16,824 17,816

その他 658,001 581,386

流動負債合計 1,705,714 1,465,486

固定負債

退職給付引当金 4,966 -

長期預り敷金 5,109,175 5,130,008

資産除去債務 16,884 17,076

固定負債合計 5,131,027 5,147,084

負債合計 6,836,741 6,612,570
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成29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 35,612,347 36,727,913

自己株式 △419,121 △419,548

株主資本合計 44,028,225 45,143,364

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 102,154 94,163

繰延ヘッジ損益 △3,711 -

評価・換算差額等合計 98,442 94,163

純資産合計 44,126,667 45,237,528

負債純資産合計 50,963,409 51,850,098
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日

　至 平成29年９月30日)

売上高 4,491,519 4,701,295

売上原価 2,881,447 2,837,494

売上総利益 1,610,071 1,863,801

販売費及び一般管理費 485,968 393,050

営業利益 1,124,102 1,470,750

営業外収益

受取利息 8,290 8,768

受取配当金 6,453 6,043

貸倒引当金戻入額 93,110 13,566

雑収入 8,575 10,853

その他 1,757 3,360

営業外収益合計 118,186 42,591

営業外費用

商品廃棄損 1,312 2,584

その他 62 62

営業外費用合計 1,375 2,646

経常利益 1,240,914 1,510,694

特別利益

固定資産売却益 23,543 303,163

特別利益合計 23,543 303,163

特別損失

固定資産除却損 46,255 7,324

特別損失合計 46,255 7,324

税引前四半期純利益 1,218,202 1,806,534

法人税、住民税及び事業税 336,801 499,446

法人税等調整額 40,120 58,823

法人税等合計 376,922 558,269

四半期純利益 841,280 1,248,264
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日

　至 平成29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 1,218,202 1,806,534

減価償却費 535,122 507,296

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,291 992

貸倒引当金の増減額（△は減少） △93,110 △13,566

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,275 △4,966

前払年金費用の増減額（△は増加） △3,895 △3,582

受取利息及び受取配当金 △14,743 △14,811

為替差損益（△は益） 48,542 2,526

有形固定資産除却損 46,255 7,324

有形固定資産売却損益（△は益） △23,543 △303,163

売上債権の増減額（△は増加） 102,617 92,500

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,989 △2,166

仕入債務の増減額（△は減少） 4,611 △82,192

長期預り敷金の増減額（△は減少） 248,129 20,832

その他 △181,848 △45,640

小計 1,893,344 1,967,915

利息及び配当金の受取額 14,715 14,725

法人税等の支払額 △455,672 △584,271

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,452,387 1,398,370

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 △623,000 △345,460

定期預金の払戻による収入 1,000,000 224,380

有形固定資産の取得による支出 △2,293,594 △561,414

有形固定資産の売却による収入 389,962 679,102

貸付けによる支出 △423,000 △352,000

貸付金の回収による収入 465,000 435,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,484,632 79,607

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 - △426

配当金の支払額 △132,621 △132,765

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,621 △133,191

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48,542 △2,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △213,409 1,342,259

現金及び現金同等物の期首残高 1,714,974 2,928,508

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,501,564 4,270,767
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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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