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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 12,793 △9.7 726 22.0 680 17.1 260 △28.7
21年3月期第2四半期 14,175 ― 595 ― 581 ― 365 ―

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

22年3月期第2四半期 17.55 ―
21年3月期第2四半期 24.61 ―

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

22年3月期第2四半期 16,694 6,962 36.6 411.63
21年3月期 16,406 6,668 36.1 398.96

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,109百万円 21年3月期  5,921百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 6.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 23,400 △7.7 1,000 24.2 890 20.6 325 △37.2 21.90
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4.  その他 
(1) 期中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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成２１年８月３日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．本資料に記載している業績の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異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当っての 
  注意事項について及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的 
  情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 15,180,000株 21年3月期  15,180,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  338,978株 21年3月期  338,378株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 14,841,381株 21年3月期第2四半期 14,845,525株
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　【　定性的情報・財務諸表等　】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気底入れの兆しが見られますが、
企業収益が大幅に悪化している中、在庫調整や設備投資の減少に加え雇用不安を背景に個人消
費は未だ回復に至っておらず、経営環境としては大変厳しい状況が続いております。
　このような状況における当社グループの業績は、卸売事業においては、２年連続の２桁に及
ぶ新設住宅着工戸数の減少と住宅リフォーム需要の低迷により大きく影響を受けております。
　小売事業では、大型ホームセンターを運営している㈱ジョイフルエーケーにおいて、平日実
演会、相談会の開催回数を増加させたことや社員の商品知識を活かした店頭在庫以外の客注品
の積極的受注を行ったことが客数の増加となっており、また、全社的な経費の削減活動を行っ
たことが利益の増加へと繋がっております。
　その他事業においては、建設足場レンタルでの第２ヤード開設に伴う取引口座の新規開拓は
順調に進んでおりますが、住宅着工減の影響による建築現場の減少が同業他社との競合激化と
なった結果、受注減による業績低下となりました。
　この結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高１２７億９３百万円（前年同
期比９．７％減）、営業利益７億２６百万円（同２２．０％増）、経常利益６億８０百万円（
同１７．１％増）、四半期純利益２億６０百万円（同２８．７％減）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　　（卸売事業）

　　　　新設住宅着工戸数が大幅な前年比ダウンで推移していることと、今期よりビル用資材
　　　の取り扱いを縮小させたことなどが売上高の減少に大きく影響を及ぼした結果、売上高
　　　４９億４０百万（前年同期比２０．５％減）、営業利益３億６７百万円（同１１．５％
　　　減）となりました。

　　（小売事業）

　　　　店舗価値の向上を目的として、出張サービスを行うスマイル救急などの顧客サービス
　　　の拡大を行ったことがお客様、特に高齢者に好評であったことや仕入政策の見直しなど
　　　による利益額の確保及び業務改善による経費削減に努めた結果、売上高７４億８３百万
　　　円（前年同期比０．７％減）、営業利益３億９４百万円（同１４７．２％増）となりま
　　　した。

　　（不動産事業）

　　　　賃貸資産の効果的な運用により、売上高１億４８百万円（前年同期比３．８％減）、
　　　営業利益１億１百万円（同５．０％増）となりました。

　　（その他の事業）

　　　　建設足場のレンタルが主な事業でありますが、新設住宅着工戸数の減少やリフォーム
　　　需要の低迷など厳しい市場環境の中、同業他社との競争激化などの影響により、売上高
　　　２億２１百万円（前年同期比１７．７％減）、営業利益４６百万円（同３３．７％減）
　　　となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間における総資産は、受取手形及び売掛金は増加となりましたが
商品の減少や有形固定資産の減価償却が進んだことなどにより１６６億９４百万円となり、
前連結会計年度末に比べ２億８８百万円の増加となりました。
純資産につきましては、利益剰余金などの増加により６９億６２百万円となり、前連結会計
年度末に比べ２億９４百万円の増加となり、自己資本比率は３６．６％と０．５ポイントの
上昇となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結会計期間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８６百万円増加し、１２億５４百万円となりました。

・営業活動によるキャッシュ・フロー

　　営業活動の結果による資金の増加は、１１億４８百万円となりました。これは主に、売上
　債権は増加したものの税金等調整前四半期純利益の増加及び仕入債務の増加があったことに
　よるものであります。

・投資活動によるキャッシュ・フロー

　　投資活動の結果による資金の増加は、１０百万円となりました。これは主に、子会社にお
　いて、設備投資に伴う支出１３百万円があったものの、有形固定資産の売却に伴う収入２４
　百万円があったこと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

　　財務活動の結果による資金の減少は、１０億７２百万円となりました。これは主に、短期
　借入金３億円及び長期借入金６億７４百万円の返済によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間において業績の進捗状況の見直しを行った結果、平成２１年８月
３日発表の当社｢平成２２年３月期第１四半期決算短信｣にて公表いたしました平成２２年３月
期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を修正しております。
詳細は、本日別途に開示した｢業績予想の修正に関するお知らせ｣をご参照ください。

４．その他

　（１）期中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）

該当事項はありません。

　（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

・一般債権の貸倒見積高の算定方法
　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと
著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において算定した貸倒実績率
の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

　（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　 該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,259,116 1,172,122

受取手形及び売掛金 2,119,331 1,375,831

商品 2,330,342 2,509,338

販売用不動産 281,282 298,383

その他 319,557 455,332

貸倒引当金 △18,970 △15,938

流動資産合計 6,290,659 5,795,068

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,939,748 5,139,873

土地 2,567,299 2,578,695

その他（純額） 1,873,510 1,873,884

有形固定資産合計 9,380,558 9,592,453

無形固定資産 12,145 13,995

投資その他の資産   

その他 1,040,700 1,039,231

貸倒引当金 △29,202 △34,452

投資その他の資産合計 1,011,498 1,004,779

固定資産合計 10,404,201 10,611,228

資産合計 16,694,861 16,406,297

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,088,490 1,297,853

短期借入金 1,364,232 1,559,762

未払法人税等 271,997 93,207

賞与引当金 111,389 84,785

その他 504,102 514,414

流動負債合計 4,340,211 3,550,022

固定負債   

長期借入金 4,016,754 4,795,450

退職給付引当金 303,329 311,312

役員退職慰労引当金 363,562 363,562

その他 708,276 717,378

固定負債合計 5,391,921 6,187,703

負債合計 9,732,133 9,737,725
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 793,350 793,350

資本剰余金 834,500 834,500

利益剰余金 4,543,074 4,371,592

自己株式 △130,287 △130,083

株主資本合計 6,040,636 5,869,358

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,498 △24,006

繰延ヘッジ損益 △15,901 △16,869

土地再評価差額金 92,790 92,790

評価・換算差額等合計 68,391 51,915

少数株主持分 853,699 747,297

純資産合計 6,962,727 6,668,571

負債純資産合計 16,694,861 16,406,297
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 14,175,036 12,793,995

売上原価 11,023,683 9,764,002

売上総利益 3,151,353 3,029,993

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 979,914 920,921

賞与引当金繰入額 123,846 111,389

退職給付費用 21,185 14,905

貸倒引当金繰入額 16,051 3,014

その他 1,414,964 1,253,368

販売費及び一般管理費合計 2,555,962 2,303,598

営業利益 595,390 726,394

営業外収益   

受取利息 622 380

仕入割引 43,280 33,769

デリバティブ評価益 15,912 －

その他 26,420 25,368

営業外収益合計 86,235 59,518

営業外費用   

支払利息 61,139 61,262

売上割引 27,697 21,574

デリバティブ評価損 － 20,771

その他 11,596 1,681

営業外費用合計 100,433 105,290

経常利益 581,192 680,622

特別損失   

固定資産除売却損 8,679 4,765

リース解約損 － 5,166

販売用不動産評価損 158,351 －

特別損失合計 167,031 9,931

税金等調整前四半期純利益 414,160 670,690

法人税、住民税及び事業税 74,513 259,287

法人税等調整額 △109,350 44,484

法人税等合計 △34,837 303,772

少数株主利益 83,642 106,386

四半期純利益 365,354 260,531
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 414,160 670,690

減価償却費 208,635 205,005

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,578 △7,983

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,266 26,604

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,051 △2,218

受取利息及び受取配当金 △622 △2,587

支払利息 61,139 61,262

デリバティブ評価損益（△は益） △15,912 20,771

固定資産除売却損益（△は益） 8,679 4,765

リース解約損 － 5,166

売上債権の増減額（△は増加） △618,307 △743,500

たな卸資産の増減額（△は増加） △192,067 196,097

仕入債務の増減額（△は減少） 676,531 790,636

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,208 31,053

その他 35,459 46,779

小計 669,800 1,302,543

利息及び配当金の受取額 619 2,586

利息の支払額 △61,102 △62,613

法人税等の支払額 △101,648 △93,767

営業活動によるキャッシュ・フロー 507,669 1,148,749

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 － △106

有形固定資産の取得による支出 △1,249,769 △13,728

有形固定資産の売却による収入 － 24,828

投資有価証券の取得による支出 △3,732 △1,080

貸付金の回収による収入 889 716

出資金の払込による支出 － △235

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,252,612 10,394

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） 510,000 △300,000

長期借入れによる収入 1,300,000 －

長期借入金の返済による支出 △664,648 △674,226

自己株式の取得による支出 △887 △204

配当金の支払額 △89,082 △89,049

リース債務の返済による支出 － △8,778

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,055,382 △1,072,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 310,439 86,886

現金及び現金同等物の期首残高 783,164 1,167,671

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,093,604 1,254,558
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(４) 継続企業の前提に関する注記

　　　　該当事項はありません。

(５) セグメント情報
　（事業の種類別セグメント情報）

     前第２四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年9月30日）

消去

又は全社

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 6,217,620 7,533,636 154,169 269,611 14,175,036 　　　－ 14,175,036

(2)セグメント間の内部売上高

　　又は振替高

　　計 6,590,536 7,542,320 173,543 269,611 14,576,011 (400,975) 14,175,036

営業利益 414,617 159,786 96,329 70,364 741,095 (145,705) 595,390

     当第２四半期連結累計期間（自平成21年4月1日　至平成21年9月30日）

消去

又は全社

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 4,940,306 7,483,621 148,252 221,816 12,793,995 　　　－ 12,793,995

(2)セグメント間の内部売上高

　　又は振替高

　　計 5,264,264 7,487,494 162,706 221,816 13,136,280 (342,285) 12,793,995

営業利益 367,135 394,934 101,136 46,664 909,869 (183,475) 726,394

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　商品及び市場の類似性を考慮して事業区分を行っております。

　　　　２．各区分に属する主要な商品

住宅金物、住宅資材、住宅機器、エクステリア、

機械工具、仮設資材、ビル用サッシ　等

ＤＩＹ用品、家庭用品、ペット用品、レジャー用品、

建築資材、園芸用品、インテリア、農業用資材　等

建築資材専門店 電動工具、建築金物、大工道具、塗料　等

不動産事業 マンション分譲、不動産賃貸及び販売

その他 足場レンタル　等

　（所在地別セグメント情報）
　　　前第2四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年9月30日）及び当第2四半期連結
　　累計期間（自平成21年4月1日　至平成21年9月30日）

　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項は
　　　ありません。

　（海外売上高）
　　　前第2四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年9月30日）及び当第2四半期連結
　　累計期間（自平成21年4月1日　至平成21年9月30日）

　　　　海外売上高がないため該当事項はありません。

(６) 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。

不動産事業 連　　結

372,916 8,685 19,374

その他卸売事業 小売事業 計

－

(342,285) －

事業区分 主要商品

323,958 3,873 14,454 －

卸売事業

小売事業
ホームセンター

342,285

卸売事業 小売事業 不動産事業 その他

（単位：千円）

（単位：千円）

(400,975)

計 連　　結

－400,975
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