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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

(2) 連結財政状態

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第2四半期 72,136 10.3 610 66.6 794 46.6 391 △6.7
24年3月期第2四半期 65,429 1.9 366 13.7 541 11.1 419 30.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 240百万円 （△30.3％） 24年3月期第2四半期 344百万円 （41.8％）

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

25年3月期第2四半期 32.86 ―
24年3月期第2四半期 35.23 ―

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

25年3月期第2四半期 65,161 7,161 10.9 595.57
24年3月期 55,297 6,972 12.5 579.73
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 7,096百万円 24年3月期 6,907百万円

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

24年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00
25年3月期 ― 3.00
25年3月期（予想） ― 4.00 7.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 150,000 11.3 1,400 34.0 1,750 22.4 850 △15.2 71.34



(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） ： 有
新規１社（株式会社グリーンハウザー）

(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

※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きの対象外であり、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
に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続き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。詳細については、（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）連結業績予想に関
する定性的情報をご覧下さい。

※  注記事項

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 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 11,971,350 株 24年3月期 11,971,350 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 56,677 株 24年3月期 56,677 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 11,914,673 株 24年3月期2Q 11,914,763 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景に、企業の設備投資や個人消費

に堅調さが見られるものの、欧州における財政不安や新興国経済の成長鈍化、また、円高基調の継続な

どの景気下振れリスクが依然として存在しており、先行き不透明な状況での推移となりました。

当住宅関連業界におきましては、省エネ住宅の普及に対する政府施策や、住宅ローン金利の低下など

が奏功し、住宅関連資材の市況は低水準ながらも緩やかな回復傾向での推移となっております。

このような環境の中で当社グループは、太陽光発電システムをはじめとした市場ニーズの高い環境配

慮商品や注力商品に掲げております合板や木材の拡販に努めたほか、平成24年７月２日付で仙台地域を

中心に東日本を事業基盤とする株式会社グリーンハウザーの全株式を取得し子会社とすることにより、

同地域における営業力の強化を図りました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、72,136百万円（前年同期比10.3％増）、

営業利益が610百万円（前年同期比66.6％増）、経常利益が794百万円（前年同期比46.6％増）となりま

した。また、四半期純利益については、前年同期にはあった税務上の繰越欠損金が無くなったため、

391百万円（前年同期比6.7％減）となりました。

（資産、負債及び純資産の状況）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比して9,863百万円増加の65,161百万

円となりました。これは主として、株式会社グリーンハウザーが連結子会社となったことなどにより、

現金及び預金が3,421百万円、受取手形及び売掛金が4,145百万円及び土地が1,323百万円それぞれ増加

したことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比して9,674百万円増加の57,999百万円となりました。これは主とし

て、株式会社グリーンハウザーが連結子会社となったことなどにより、支払手形及び買掛金が3,928百

万円及び短期借入金が5,450百万円それぞれ増加したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比して189百万円増加の7,161百万円となりました。これは主として、

利益剰余金が343百万円増加したことによるものであります。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末から1.6ポイント減少の10.9％となりました。

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後の様々な要因によって

予想値と異なる可能性があります。なお、平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年８

月６日付「平成25年３月期第１四半期決算短信」で公表いたしました業績予想数値から変更はございま

せん。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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平成24年７月２日付で株式会社グリーンハウザーの全株式を取得したことに伴い、当第２四半期連結

会計期間より同社を連結の範囲に含めております。

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。

これによる損益に与える影響は、軽微であります。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,505 12,927

受取手形及び売掛金 29,544 33,690

たな卸資産 2,345 2,942

繰延税金資産 239 258

その他 2,023 1,949

貸倒引当金 △866 △809

流動資産合計 42,791 50,958

固定資産

有形固定資産

土地 7,950 9,273

その他 1,702 2,055

有形固定資産合計 9,653 11,328

無形固定資産 269 416

投資その他の資産

投資有価証券 1,288 1,073

その他 2,419 2,545

貸倒引当金 △1,124 △1,162

投資その他の資産合計 2,582 2,456

固定資産合計 12,505 14,202

資産合計 55,297 65,161
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 38,922 42,850

短期借入金 1,400 6,850

1年内償還予定の社債 160 160

1年内返済予定の長期借入金 1,275 660

未払法人税等 372 465

引当金 507 520

その他 1,201 1,547

流動負債合計 43,838 53,054

固定負債

社債 380 300

長期借入金 2,004 2,525

繰延税金負債 605 530

引当金 346 417

その他 1,150 1,172

固定負債合計 4,486 4,944

負債合計 48,325 57,999

純資産の部

株主資本

資本金 850 850

資本剰余金 294 294

利益剰余金 5,480 5,824

自己株式 △14 △14

株主資本合計 6,610 6,953

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 297 140

繰延ヘッジ損益 － 1

その他の包括利益累計額合計 297 142

少数株主持分 64 65

純資産合計 6,972 7,161

負債純資産合計 55,297 65,161
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（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２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 65,429 72,136

売上原価 59,578 65,584

売上総利益 5,851 6,551

販売費及び一般管理費 5,485 5,941

営業利益 366 610

営業外収益

受取利息 6 5

受取配当金 15 17

仕入割引 167 195

不動産賃貸料 80 70

その他 93 93

営業外収益合計 363 383

営業外費用

支払利息 53 50

手形売却損 10 9

売上割引 110 117

その他 13 22

営業外費用合計 187 199

経常利益 541 794

特別利益

固定資産売却益 3 88

災害による損失戻入益 88 －

特別利益合計 91 88

特別損失

減損損失 23 5

固定資産除却損 － 13

特別損失合計 23 18

税金等調整前四半期純利益 610 863

法人税、住民税及び事業税 181 440

法人税等調整額 7 29

法人税等合計 189 469

少数株主損益調整前四半期純利益 421 393

少数株主利益 1 1

四半期純利益 419 391
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 421 393

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △78 △156

繰延ヘッジ損益 2 2

その他の包括利益合計 △76 △153

四半期包括利益 344 240

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 343 238

少数株主に係る四半期包括利益 1 1
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30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 610 863

減価償却費 98 171

減損損失 23 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 49 26

引当金の増減額（△は減少） △27 85

受取利息及び受取配当金 △21 △22

仕入割引 △167 △195

支払利息及び手形売却損 63 59

売上割引 110 117

固定資産売却損益（△は益） △3 △88

売上債権の増減額（△は増加） △2,093 △2,206

たな卸資産の増減額（△は増加） △362 △46

未収入金の増減額（△は増加） 236 △3

仕入債務の増減額（△は減少） △343 813

その他 21 165

小計 △1,804 △254

利息及び配当金の受取額 19 20

仕入割引の受取額 126 137

利息の支払額 △54 △56

手形売却に伴う支払額 △10 △9

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 32 △386

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,691 △550

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △155 △463

有形固定資産の売却による収入 15 258

無形固定資産の取得による支出 △103 △23

資産除去債務の履行による支出 － △12

投資有価証券の取得による支出 △23 △8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 38

貸付けによる支出 △1 △20

貸付金の回収による収入 19 34

その他 14 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △234 △198

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） 3,800 4,450

長期借入れによる収入 10 900

長期借入金の返済による支出 △446 △994

社債の発行による収入 197 －

社債の償還による支出 △60 △80

配当金の支払額 △47 △47

その他 △21 △56

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,432 4,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,506 3,421

現金及び現金同等物の期首残高 10,787 9,491

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,294 12,913
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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