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（百万円未満切捨て）  

１．平成 19 年 12 月期第３四半期の業績（平成 19 年１月１日～平成 19 年９月 30 日） 
(1) 経営成績                             （％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（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年 12 月期第３四半期 34,021 △0.1 △135  ― △220  ―  △218  ― 

18 年 12 月期第３四半期 34,057  0.2 △520  ― △598  ―  △567  ― 

18 年 12 月期 46,605     △278     △371      △900    

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

19 年 12 月期第３四半期 △14  01 ― 

18 年 12 月期第３四半期 △46  00 ― 

18 年 12 月期 △71  34 ― 

 
(2) 財政状態 

 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

19 年 12 月期第３四半期 24,960  7,494  30.0  480  76 

18 年 12 月期第３四半期 27,731  7,292  26.3  591  38 

18 年 12 月期 28,040  7,798  27.8  500  21 

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年 12 月期第３四半期 △396  252  △732   2,593  

18 年 12 月期第３四半期 131  25  △553   2,642  

18 年 12 月期 322  △6  115   3,470  
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２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第３四半期末 

18年 12 月期第３四半期 
  円   銭

―    

19 年 12 月期第３四半期 ―    

 
 
３．平成 19 年 12 月期の業績予想（平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 【参考】 

（％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 46,300 △0.7  200   ― 50   ― 30   ―  1    92 

 
 
４．その他 

  
(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 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。］ 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて掲載しており

ます。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果となる可能性

があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期におけるわが国経済は、好調な企業業績と活発な設備投資等により、概ね堅

調に推移いたしました。インテリア業界におきましては、原油価格上昇に伴うコスト増等不

安要因に加え、建築基準法の改正に伴う新設住宅着工戸数の大幅な減少の影響も見られ、予

断を許さない状況で推移しております。 

このような環境のもと、当第３四半期の売上高は、インテリア事業・オフィス事業共に若

干計画を下回って推移しており、34,021 百万円となりました。今後も既発行の各種見本帳に

加え、第４四半期以降に新規に改訂発行する見本帳の拡販に注力し、計画の達成に向け全社

一丸となってまいる所存であります。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 
(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末の資産は前年同期比 2,771 百万円減の 24,960 百万円となりました。これ

は主に受取手形及び売掛金、棚卸資産の減少によるものであります。 

負債は前年同期比 2,973 百万円減の 17,465 百万円となりました。これは主に支払手形及

び買掛金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の減少によるものであります。 

純資産は前年同期比 202 百万円増の 7,494 百万円となりました。これは四半期純損失を

計上したものの、主に資本金及び資本剰余金が増加したためであります。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較し

て 876 百万円減（前年同期比 48 百万円の減）の 2,593 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により資金は 396 百万円減少（前年同期比 527 百万円の減少）いたしました。

これは売上債権及び棚卸資産の減少等増加要因はあったものの、主に仕入債務の減少によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により資金は 252 百万円増加（前年同期比 226 百万円の増加）いたしました。

これは主に、投資有価証券の売却及び保証金の回収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） 

財務活動により資金は 732 百万円減少（前年同期比 178 百万円の減少）いたしました。

これは主に長・短期借入金の返済によるものであります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 
今後の見通しとしましては、建築基準法の改正に伴う新設住宅着工戸数の大幅な減少によ

る影響が懸念されており、平成 19 年８月 24 日に発表した業績予想を、本日付で別途「平成

19 年 12 月期業績予想の修正」として修正いたしました。これにより、売上高は 46,300 百万

円、営業利益は 200 百万円、経常利益は 50 百万円、当期純利益は 30 百万円、1株当たり当期

純利益は 1円 92 銭を見込んでおります。 

尚、１株当たり期末配当金は、平成 19年８月 24 日に発表した 5円 00 銭に変更はありませ

ん。 

 

４．その他 

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

インテリア事業の棚卸し高につきましては、実地棚卸しを行わず、前会計期間末の実地

棚卸しを基準とした帳簿棚卸しによっております。 

引当金その他影響額が僅少な科目につきましては、一部簡便的な方法を採用しておりま

す。 

 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更 

(有形固定資産の減価償却方法) 

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成 19年３月 30日 法律第６号)

及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号))に伴い、

平成 19 年４月１日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく定額法、定

率法に変更しております。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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５．（要約）四半期財務諸表 
 

(1) （要約）四半期貸借対照表 
（単位：百万円、％） 

前年同四半期末 

平成 18 年 12 月期

第３四半期末 

当四半期末 

平成 19 年 12 月期

第３四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

(平成 18年 12月期末)科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

現金預金 2,642 2,593 △48  3,470

受取手形 4,507 3,569 △938  4,406

売掛金 6,468 5,891 △577  6,647

棚卸資産 3,658 3,219 △438  3,464

その他の流動資産 1,870 1,453 △416  1,595

貸倒引当金 △63 △28 34  △53

流動資産合計 19,085 16,699 △2,386 △12.5 19,531

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産  

建物 1,264 1,143 △121  1,201

土地 2,190 2,185 △4  2,179

その他の有形固定
資産 

120 86 △33  80

有形固定資産合計 3,575 3,415 △159 △4.5 3,461

無形固定資産 167 114 △52 △31.6 134

投資その他の資産  

差入保証金 2,622 2,540 △81  2,622

その他の投資その
他の資産 

2,590 2,493 △97  2,621

貸倒引当金 △309 △302 6  △331

投資その他の資産 
合計 

4,904 4,731 △172 △3.5 4,912

固定資産合計 8,646 8,261 △384 △4.5 8,508

  資産合計 27,731 24,960 △2,771 △10.0 28,040
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（単位：百万円、％） 

前年同四半期末 

平成 18 年 12 月期

第３四半期末 

当四半期末 

平成 19 年 12 月期

第３四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

(平成 18年 12月期末)科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

支払手形 2,927 2,555 △372  3,140

買掛金 10,947 9,522 △1,425  11,258

短期借入金 2,090 2,105 15  2,200

１年内返済予定の 
長期借入金 

956 326 △629  802

１年内償還予定の 
社債 

120 120 ―  120

未払法人税等 39 41 1  71

賞与引当金 284 248 △36  153

その他の流動負債 1,452 1,202 △249  888

流動負債合計 18,817 16,121 △2,696 △14.3 18,635

Ⅱ 固定負債  

社債 240 120 △120  210

長期借入金 381 223 △158  284

退職給付引当金 597 584 △12  589

その他の固定負債 402 417 14  521

固定負債合計 1,621 1,344 △276 △17.1 1,606

負債合計 20,438 17,465 △2,973 △14.5 20,241

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

資本金 2,913 3,335 422 14.5 3,335

資本剰余金  

資本準備金 3,195 2,617 △577  2,617

その他資本剰余金 ― 1,000 1,000  1,000

資本剰余金合計 3,195 3,618 422 13.2 3,618

利益剰余金  

利益準備金 188 188 ―  188

その他利益剰余金  

固定資産圧縮積
立金 

62 58 △3  60

土地圧縮積立金 105 105 ―  105

別途積立金 1,095 1,095 ―  1,095

繰越利益剰余金 △561 △1,109 △547  △892

利益剰余金合計 888 337 △551 △62.0 555

自己株式 △56 △57 △0 1.6 △57

株主資本合計 6,940 7,233 293 4.2 7,452

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価 
差額金 

352 255 △96  340

評価・換算差額合計 352 255 △96 △27.3 340

Ⅲ 新株予約権 ― 5 5 ― 5

純資産合計 7,292 7,494 202 2.8 7,798

負債純資産合計 27,731 24,960 △2,771 △10.0 28,040
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 (2) （要約）四半期損益計算書 

（単位：百万円、％） 

前年同四半期 

平成 18 年 12 月期

第３四半期 

当四半期 

平成 19 年 12 月期

第３四半期 

増  減 
（参考）前期 

(平成18年12月期）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 34,057 34,021 △35 △0.1 46,605

Ⅱ 売上原価 26,442 26,446 3 △0.0 36,097

売上総利益 7,614 7,575 △38 △0.5 10,507

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,135 7,711 △424 △5.5 10,786

営業損失 520 135 385 ― 278

Ⅳ 営業外収益 46 63 16 36.6 88

Ⅴ 営業外費用 123 147 24 19.4 180

経常損失 598 220 378 ― 371

Ⅵ 特別利益 99 110 10 10.7 88

Ⅶ 特別損失 29 68 38 128.9 566

税引前四半期 
(当期)純損失 

528 178 350 ― 848

法人税及び住民税 39 41 1  53

法人税等調整額 （貸方）1 （貸方）1 △0  （貸方）2

四半期（当期）純損失 567 218 348 ― 900
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(3) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 

前年同四半期 

平成 18 年 12 月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 19 年 12 月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成 18年 12月期）

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

税引前中間（当期）純損失 △554 △178 △848

減価償却費 83 71 113

減損損失 29 ― 564

ソフトウェア償却費 41 28 56

貸倒引当金の減少額 △93 △54 △80

賞与引当金の増加額(△減少額) 51 94 △79

受取利息及び受取配当金 △8 △14 △14

支払利息 47 42 68

関係会社出資金評価損 ― 68 ―

投資有価証券の売却益 ― △75 ―

売上債権の減少額 964 1,593 886

棚卸資産の減少額(△増加額) △400 245 △207

未収入金の減少額（△増加額） 49 122 △40

長期前払見本帳費及び見本帳製
作仮勘定の増加額 

△193 △230 △101

仕入債務の増加額（△減少額） △306 △2,322 218

未払金の増加額（△減少額） 335 208 △160

未払消費税の増加額（△減少額） △51 16 △8

その他 247 102 109

小  計 240 △281 476

利息及び配当金の受取額 10 15 14

利息の支払額 △48 △44 △69

法人税等の支払額 △71 △86 △98

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

131 △396 322

Ⅱ 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 △29 △26 △29

無形固定資産の取得による支出 △21 △12 △44

投資有価証券の売却による収入 33 115 33

貸付による支出 △25 ― △25

貸付金回収による収入 34 9 38

保証金の差入による支出 △6 △8 △10

保証金の回収による収入 64 89 69

保険積立金のための支出 △15 △12 △19

その他 △8 97 △18

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

25 252 △6
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（単位：百万円） 

 

前年同四半期 

平成 18 年 12 月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 19 年 12 月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成 18年 12月期）

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 1,470 1,300 1,280

短期借入金の返済による支出 △1,526 △1,394 △1,226

長期借入れによる収入 100 180 100

長期借入金の返済による支出 △486 △717 △737

社債の償還による支出 △90 △90 △120

株式の発行による収入 ― ― 841

新株予約権の発行による収入 ― ― 4

その他 △21 △10 △28

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

△553 △732 115

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
係る換算差額 

― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増加額（又は減少額） 

△396 △876 431

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,039 3,470 3,039

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
四半期末（期末）残高 

2,642 2,593 3,470

 
 


