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（２）連結財政状態 
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四半期決算補足説明資料作成の有無：  無       

四半期決算説明会開催の有無      ：  有     

  （百万円未満切捨て）

（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  10,395  4.5  244  19.5  214  34.3  92  2.3

24年３月期第２四半期  9,951  2.6  204  27.5  159  45.6  90  478.3

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 26百万円 （ ％） △50.2   24年３月期第２四半期 52百万円 （ ％） －

  
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  8.92  0.00

24年３月期第２四半期  8.67  0.00

  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  18,912  9,083  47.9  870.38

24年３月期  18,804  9,109  48.3  872.86

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 9,054百万円   24年３月期 9,080百万円 

  
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  －  5.00  －  5.00  10.00

25年３月期  －  5.00       

25年３月期（予想）      －  5.00  10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：  無   

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）

  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  22,500  5.3  1,000  28.4  900  22.5  400  41.5  38.00

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：  無   



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：  無   

－ － － －

（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   

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   

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料P.３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (3）会計方針の変更・会計上の見積りの変

更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 11,897,600株 24年３月期 11,897,600株 

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,494,201株 24年３月期 1,494,111株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 10,403,425株 24年３月期２Ｑ 10,458,380株 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中であります。

 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P.２「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」をご覧ください。
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（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日本経済は、東日本大震災の復興需要などが牽引して景気は緩やかながらも

回復傾向にありますが、欧州債務危機を背景とする世界経済減速の影響や、為替、株価、エネルギー問題などへの

懸念もあり、先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

 当社グループの業績に大きく影響する新設住宅着工戸数は、住宅関連の景気刺激策や復興需要等の後押しもあ

り、前年同期とほぼ同様の水準にて推移しました。 

 このような環境の下で、当社グループは新製品の投入や展示会開催等の営業活動を積極的に展開した結果、当第

２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比4.5％増加）、営業利益は 百万円（前年同期比

19.5％増加）、経常利益は 百万円（前年同期比34.3％増加）、四半期純利益は 百万円（前年同期比2.3％増

加）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

（室内装飾関連事業） 

 室内装飾関連事業の売上高は 百万円（前年同期比4.3％増加）、セグメント利益は 百万円（前年同期比

16.6％増加）となりました。 

 売上高は、新製品を中心とした営業活動を展開したことなどにより前年同期を上回りました。商品面では主力の

カーテンレールで省エネ効果を高める関連用品の品揃えを強化したほか、ブラインド類は質感と価格を両立したベ

ーシック商品「コルト」シリーズに遮熱性と採光性を兼ね備えたスクリーンを追加いたしました。また、これらの

新製品を早期に浸透させるため、全国各地で展示会を開催するなど積極的な営業活動を行いました。 

 なお、中長期で注力している海外市場への販売は、欧州経済の低迷や中国の経済成長減速なども影響して、獲得

物件数が減少したことにより低調に推移しました。 

 セグメント利益は、販促費用等の増加はあったものの、売上高の増加により増益となりました。 

  

（その他） 

 その他の事業の売上高は 百万円（前年同期比15.2％増加）、セグメント利益は 百万円（前年同期比35.3％

増加）となりました。 

 ステッキを中心とした介護用品の販売が好調に推移した結果、売上高、セグメント利益ともに前年同期を大幅に

上回りました。 

    

（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末の総資産については、受取手形及び売掛金の減少がありましたが、売上増加に伴う

商品及び製品の増加や現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末と比較して107百万円(0.6%)増加し、

百万円となりました。 

 負債については、支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末と比較して133百万円(1.4%)増加し

百万円となりました。 

 純資産については利益剰余金の増加がありましたが、その他の包括利益累計額の減少により、前連結会計年度末

と比較して25百万円(0.3%)減少し 百万円となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年５月11日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連

結業績予想から変更はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

10,395 244

214 92

10,202 228

193 16

18,912

9,828

9,083
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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） 

 当社および国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 2,849,534 3,330,016 

受取手形及び売掛金 7,949,938 7,074,264 

電子記録債権 296,711 334,324 

商品及び製品 1,108,797 1,487,755 

仕掛品 236,635 227,773 

原材料及び貯蔵品 1,799,957 1,834,329 

繰延税金資産 263,550 329,199 

その他 204,343 238,056 

貸倒引当金 △3,935 △3,688 

流動資産合計 14,705,532 14,852,031 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,694,178 4,695,653 

減価償却累計額 △3,860,997 △3,873,562 

建物及び構築物（純額） 833,180 822,090 

機械装置及び運搬具 3,165,305 3,256,793 

減価償却累計額 △2,677,726 △2,744,731 

機械装置及び運搬具（純額） 487,578 512,062 

工具、器具及び備品 4,260,211 4,291,293 

減価償却累計額 △4,050,253 △4,061,540 

工具、器具及び備品（純額） 209,957 229,753 

土地 1,245,521 1,244,051 

リース資産 575,243 600,231 

減価償却累計額 △152,965 △212,311 

リース資産（純額） 422,278 387,920 

建設仮勘定 20,895 13,536 

有形固定資産合計 3,219,411 3,209,414 

無形固定資産 201,208 172,010 

投資その他の資産   

投資有価証券 290,928 282,338 

長期貸付金 2,201 1,548 

繰延税金資産 105,881 111,976 

その他 333,010 285,201 

貸倒引当金 △54,004 △2,383 

投資その他の資産合計 678,018 678,680 

固定資産合計 4,098,638 4,060,106 

資産合計 18,804,170 18,912,137 
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（単位：千円）

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 2,018,565 2,119,595 

短期借入金 1,405,460 1,428,620 

1年内返済予定の長期借入金 406,482 433,582 

1年内償還予定の社債 1,170,000 1,970,000 

リース債務 114,694 119,475 

未払金 883,544 767,096 

未払費用 536,275 596,306 

未払法人税等 172,723 164,936 

資産除去債務 715 723 

その他 151,163 264,359 

流動負債合計 6,859,622 7,864,696 

固定負債   

社債 1,230,000 345,000 

長期借入金 400,135 419,369 

長期リース債務 310,142 271,183 

退職給付引当金 479,902 500,291 

役員退職慰労引当金 208,150 213,875 

資産除去債務 112,053 113,227 

その他 94,644 100,665 

固定負債合計 2,835,028 1,963,612 

負債合計 9,694,650 9,828,309 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,170,000 1,170,000 

資本剰余金 1,370,402 1,370,402 

利益剰余金 7,154,751 7,195,497 

自己株式 △427,991 △428,022 

株主資本合計 9,267,161 9,307,877 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 36,924 22,501 

繰延ヘッジ損益 △18,100 △66,998 

為替換算調整勘定 △205,197 △208,495 

その他の包括利益累計額合計 △186,373 △252,991 

少数株主持分 28,732 28,942 

純資産合計 9,109,520 9,083,828 

負債純資産合計 18,804,170 18,912,137 
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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：千円）

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 9,951,344 10,395,190 

売上原価 5,675,595 6,000,618 

売上総利益 4,275,749 4,394,571 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 789,508 802,144 

広告宣伝費 209,276 236,970 

販売促進費 224,466 215,892 

役員報酬 61,606 60,779 

従業員給料及び手当 1,169,796 1,176,681 

従業員賞与 299,159 284,950 

退職給付費用 85,333 65,144 

役員退職慰労引当金繰入額 8,380 11,725 

福利厚生費 285,295 316,979 

減価償却費 93,041 120,999 

賃借料 181,450 178,867 

旅費及び交通費 196,999 188,918 

研究開発費 18,812 19,733 

その他 447,868 470,055 

販売費及び一般管理費合計 4,070,994 4,149,844 

営業利益 204,755 244,727 

営業外収益   

受取利息 1,552 1,485 

受取配当金 4,436 5,071 

貸倒引当金戻入額 5,483 9,152 

仕入割引 4,958 4,336 

書籍販売収入 6,829 4,533 

その他 16,481 17,155 

営業外収益合計 39,741 41,735 

営業外費用   

支払利息 18,997 17,377 

社債利息 15,657 15,131 

売上割引 5,411 5,343 

書籍販売原価 14,935 13,535 

その他 29,558 20,253 

営業外費用合計 84,560 71,640 

経常利益 159,936 214,822 
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（単位：千円）

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) 

特別利益   

固定資産売却益 259 1,138 

特別利益合計 259 1,138 

特別損失   

固定資産売却損 16 － 

固定資産除却損 6,422 2,992 

特別損失合計 6,439 2,992 

税金等調整前四半期純利益 153,756 212,968 

法人税、住民税及び事業税 45,815 161,187 

法人税等調整額 18,458 △41,067 

法人税等合計 64,273 120,120 

少数株主損益調整前四半期純利益 89,483 92,848 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,200 84 

四半期純利益 90,683 92,763 
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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：千円）

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 89,483 92,848 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,723 △14,422 

繰延ヘッジ損益 △23,997 △48,898 

為替換算調整勘定 △806 △3,172 

その他の包括利益合計 △36,527 △66,492 

四半期包括利益 52,955 26,355 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 54,092 26,145 

少数株主に係る四半期包括利益 △1,137 209 
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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 153,756 212,968 

減価償却費 256,834 284,796 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △275 △1,592 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,274 19,790 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,450 5,725 

受取利息及び受取配当金 △5,988 △6,557 

支払利息 34,654 32,508 

投資有価証券評価損益（△は益） 4,707 10,742 

固定資産売却損益（△は益） △242 △1,138 

固定資産除却損 6,422 2,992 

売上債権の増減額（△は増加） 931,357 839,321 

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,696 △403,948 

仕入債務の増減額（△は減少） △354,605 100,304 

未払金の増減額（△は減少） △26,640 △198,184 

未払費用の増減額（△は減少） △50,796 66,790 

その他 △7,481 △5,120 

小計 935,829 959,398 

利息及び配当金の受取額 5,988 6,557 

利息の支払額 △34,672 △39,619 

法人税等の支払額 △114,314 △167,354 

営業活動によるキャッシュ・フロー 792,830 758,981 

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 △270,321 △138,854 

有形固定資産の売却による収入 658 1,138 

無形固定資産の取得による支出 △2,823 △1,612 

投資有価証券の取得による支出 △2,662 △17,293 

ゴルフ会員権の売却による収入 － 10,652 

貸付金の回収による収入 2,888 702 

その他 25,547 △7,364 

投資活動によるキャッシュ・フロー △246,713 △152,630 

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） － 20,000 

リース債務の返済による支出 △36,959 △59,165 

長期借入れによる収入 200,000 300,000 

長期借入金の返済による支出 △217,100 △253,666 

社債の償還による支出 △85,000 △85,000 

自己株式の売却による収入 18,500 － 

自己株式の取得による支出 △247 △30 

配当金の支払額 △52,293 △52,017 

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,101 △129,879 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,508 4,010 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 364,507 480,482 

現金及び現金同等物の期首残高 3,097,131 2,849,534 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,461,639 3,330,016 
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 該当事項はありません。   

   

   

 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

（６）重要な後発事象
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