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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 87,915 ― 4,370 ― 4,625 ― 2,541 ―
20年3月期第3四半期 89,043 △2.9 5,312 4.5 5,617 6.1 3,073 5.5

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

21年3月期第3四半期 63.34 ―
20年3月期第3四半期 76.59 ―

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

21年3月期第3四半期 134,320 115,597 86.1 2,880.96
20年3月期 135,656 116,714 86.0 2,908.45

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  115,597百万円 20年3月期  116,714百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 37.50 ― 37.50 75.00
21年3月期 ― 37.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 37.50 75.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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  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 121,000 1.5 6,100 △3.3 6,400 △4.2 3,500 106.3 87.22

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、３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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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．上記の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き作成しており、不確実な要素が含まれ変動する可能性を有しております。従いまして、実際の業
績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  42,188,240株 20年3月期  42,188,240株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,063,639株 20年3月期  2,058,896株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  40,127,934株 20年3月期第3四半期  40,134,457株



当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、景気の世界的後退が鮮明となり、加えて急激な円

高による企業収益の激減、雇用情勢も急速に悪化するなど混迷の度合いを深めました。住宅市場で

は、改正建築基準法施行後の新設住宅着工戸数減少に改善傾向が見られたものの、景気後退で再び

低水準となり、当社グループを取り巻く環境は引続き厳しい状況で推移しました。 

このような状況の中、当社グループは環境に配慮し、良品廉価を貫くとともに、７月には隣接分

野である照明器具販売事業に参入することとし、山田照明株式会社（東京都）を子会社化いたしま

した。（山田照明株式会社連結対象期間：平成20年７月１日～平成20年12月31日） 

これらの結果、当第３四半期累計期間の連結業績は、売上高87,915百万円、営業利益4,370百万

円、経常利益4,625百万円、四半期純利益2,541百万円となりました。   

（インテリア事業） 

壁装材につきましては、４月に中間価格帯の商品を収録した見本帳「リザーブ１０００」を改訂

し発売。10月には、高病原性鳥インフルエンザなどのウィルスを不活化し、ホルムアルデヒドなど

シックハウス症候群の原因とされる物質を吸着分解する機能が注目される漆喰（しっくい）を使用

した壁紙の見本帳「漆喰壁紙」と装飾用硬質塩ビタックシートの見本帳「リアテック Vol.６」を

発行しました。 

カーテンにつきましては、11月に教育、公共施設や医療福祉施設などに 適な全点防炎品の見本

帳「コントラクトカーテン Vol.６」を発行。既発行の見本帳収録商品とともに販促に努めまし

た。 

床材では７月にエコマーク認定、グリーン購入法適合のカーペットタイル「ＮＴ－２５０ｅｃ

ｏ」の見本帳を発行。また、同月発売の「住宅用」のクッションフロアには、「消臭」「耐キズつ

き」「防滑性」の機能を備えた「ペット快適専科」を新たに開発し、収録しました。８月発売の

「各種施設用」のクッションフロアは、グリーン購入法適合品が全体の約６割を占め、医療福祉施

設において車椅子や配膳車などの接触による衝撃から腰壁を保護する「腰壁シート」、優れたメン

テナンス性と耐久性を併せ持つ「グラニット」を新商品として収録し、長寿命化で廃棄物削減、天

然素材使用により環境負荷低減に貢献する商品を充実させました。その他既発行の見本帳収録商品

の拡販にも努めた結果、インテリア事業における売上高は76,445百万円となりました。 

（エクステリア事業） 

子会社株式会社サングリーンは、営業基盤拡大の実現、新規顧客の開拓を図るとともに、地道な

営業活動を積み重ね、エクステリア事業における売上高は9,674百万円となりました。 

８月には、昨年度子会社化した株式会社共和住器を株式会社サングリーンに吸収合併し、経営資

源の集中による効率化と収益性の向上を図るとともに、営業エリアの明確化、新たなユーザーニー

ズの開拓に繋げました。 

  

当第３四半期末における総資産は、前期末に比べて1,336百万円減少し、134,320百万円となりま

した。また純資産は115,597百万円となり自己資本比率は86.1％となりました。 

現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ1,968百万円減少し、16,208百万

円となりました。 

その内訳として、営業活動の結果得られた資金は590百万円となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純利益を4,512百万円計上したことによる収入、法人税等の支払額2,744百万円などに

よる支出があったことを反映したものであります。 

  

【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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



投資活動の結果得られた資金は290百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出758百万円などの設備投資があったものの、国債など投資有価証券の取得と期限償還や売却

との差額による資金の増加があったことによります。 

財務活動の結果使用した資金は3,034百万円となりました。これは主に、配当金の支払によるも

のであります。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成20年10月30日発表のとおりで変更はありません。  

該当事項はありません。  
   

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産  

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法

によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益は、それぞれ188百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

  

【追加情報】 

役員退職慰労引当金 

当社は、従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上し

ておりましたが、平成20年６月26日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度

を廃止いたしました。また、制度廃止時までの在任期間を対象とした退職慰労金については、

同株主総会で打切り支給を決議し、取締役及び監査役のそれぞれの退任時に支給することとし

ました。 

これにより第１四半期連結会計期間において「役員退職慰労引当金」を取崩し、打切り支給

額の未払分952百万円については、「長期未払金」に振替えて表示しております。 

なお、連結子会社については、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく第３四

半期末要支給額を計上しております。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,276 17,727

受取手形及び売掛金 41,701 42,116

有価証券 20,519 16,503

商品 9,816 7,203

貯蔵品 1,142 926

その他 1,213 1,027

貸倒引当金 △582 △814

流動資産合計 87,087 84,690

固定資産   

有形固定資産   

土地 18,547 18,402

その他（純額） 10,465 10,464

有形固定資産合計 29,012 28,866

無形固定資産   

のれん 275 392

その他 925 888

無形固定資産合計 1,200 1,281

投資その他の資産   

投資有価証券 3,024 7,232

その他 15,603 14,966

貸倒引当金 △1,608 △1,381

投資その他の資産合計 17,019 20,817

固定資産合計 47,232 50,965

資産合計 134,320 135,656



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,179 11,351

1年内返済予定の長期借入金 21 21

未払法人税等 762 1,705

賞与引当金 451 869

その他 1,930 1,971

流動負債合計 15,345 15,919

固定負債   

長期借入金 211 227

退職給付引当金 1,925 1,484

役員退職慰労引当金 74 1,126

長期未払金 952 －

その他 212 185

固定負債合計 3,377 3,022

負債合計 18,722 18,941

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,616 13,616

資本剰余金 20,005 20,005

利益剰余金 85,304 85,772

自己株式 △3,874 △3,864

株主資本合計 115,052 115,529

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 544 1,184

評価・換算差額等合計 544 1,184

純資産合計 115,597 116,714

負債純資産合計 134,320 135,656



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 87,915

売上原価 64,145

売上総利益 23,769

販売費及び一般管理費 19,399

営業利益 4,370

営業外収益  

受取利息 130

受取配当金 46

不動産賃貸料 29

その他 83

営業外収益合計 291

営業外費用  

支払利息 2

不動産賃貸費用 10

為替差損 16

その他 6

営業外費用合計 36

経常利益 4,625

特別利益  

固定資産売却益 7

投資有価証券売却益 13

特別利益合計 20

特別損失  

固定資産売却損 11

固定資産除却損 7

投資有価証券評価損 75

抱合せ株式消滅差損 37

その他 1

特別損失合計 133

税金等調整前四半期純利益 4,512

法人税、住民税及び事業税 1,834

法人税等調整額 139

法人税等合計 1,973

少数株主損失（△） △3

四半期純利益 2,541



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 4,512

減価償却費 1,107

のれん償却額 128

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △446

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,104

受取利息及び受取配当金 △177

支払利息 2

売上債権の増減額（△は増加） 1,189

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,376

仕入債務の増減額（△は減少） 7

長期未払金の増減額（△は減少） 952

その他 △601

小計 3,170

利息及び配当金の受取額 167

利息の支払額 △2

法人税等の支払額 △2,744

営業活動によるキャッシュ・フロー 590

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 △1,628

定期預金の払戻による収入 1,133

有価証券の償還による収入 3,000

有形固定資産の取得による支出 △758

無形固定資産の取得による支出 △240

投資有価証券の取得による支出 △11,039

投資有価証券の売却による収入 3,042

投資有価証券の償還による収入 7,000

その他 △217

投資活動によるキャッシュ・フロー 290

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △14

自己株式の取得による支出 △9

配当金の支払額 △3,010

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,034

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,159

現金及び現金同等物の期首残高 18,176

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 191

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,208



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期

財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。ま

た、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

インテリア事業・・・・ 壁装材、カーテン、床材等           

エクステリア事業・・・ 門扉、フェンス、カーポート、テラス等 

その他の事業・・・・・ 照明器具等 

３. 会計処理の方法の変更 

棚卸資産の評価に関する会計基準 

【定性的情報・財務諸表等】４．（３）②に記載のとおり、第１四半期連結会計期間よ

り「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用しております。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「インテリア事業」の営業利益が188

百万円減少しております。 

  

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事務所がないため、該当事項は

ありません。 

  

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

  
インテリア
事業 
（百万円） 

エクステリ
ア事業 
（百万円） 

その他の
事業 

（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高  76,445  9,674  1,795  87,916  △0  87,915

営業利益（又は 
営業損失） 

 4,404  140  △188  4,357  12  4,370

ｂ．所在地別セグメント情報 

ｃ．海外売上高 

（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。  



「参考資料」 

前年同四半期にかかる財務諸表  

（１）（要約）四半期連結損益計算書  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

  

科 目 

前年同四半期 

（平成20年３月期第３四半期）

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  89,043

Ⅱ 売上原価  65,592

売上総利益  23,451

Ⅲ 販売費及び一般管理費  18,139

営業利益  5,312

Ⅳ 営業外収益  321

Ⅴ 営業外費用  17

経常利益  5,617

Ⅵ 特別利益  19

Ⅶ 特別損失  290

税金等調整前四半期純利益  5,346

税金費用   2,272

四半期純利益  3,073



  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  
前年同四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 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    5,346

減価償却費  944

貸倒引当金の増減額（減少△）  114

退職給付引当金の増減額（減少△）  42

役員退職慰労引当金の増減額（減少△）  26

受取利息及び受取配当金   △192

支払利息  2

固定資産売除却損  25

売上債権の増減額（増加△）  3,041

たな卸資産の増減額（増加△）  △1,680

仕入債務の増減額（減少△）  △508

その他  108

小計  7,271

利息及び配当金の受取額   172

利息の支払額   △2

法人税等の支払額   △3,281

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,160

Ⅱ 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   △1,754

定期預金の払戻による収入  1,479

有価証券の取得による支出  △2,978

有形固定資産の取得による支出  △788

無形固定資産の取得による支出  △174

投資有価証券の取得による支出  △9,373

投資有価証券の売却による収入  6,048

投資有価証券の償還による収入  10,000

その他  △374

投資活動によるキャッシュ・フロー  2,084

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △14

自己株式の取得による支出  △10

配当金の支払額  △3,012

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,037

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  10

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少△）  3,217

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  12,482

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  15,700
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