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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 792,510 ― 24,480 ― 21,489 ― 6,445 ―

20年3月期第3四半期 814,301 △0.7 38,245 △13.0 41,551 △21.5 23,124 △22.0

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 23.11 ―

20年3月期第3四半期 79.08 78.88

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 1,069,939 541,484 50.4 1,931.90
20年3月期 1,061,035 556,117 52.1 1,983.79

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  538,820百万円 20年3月期  553,321百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年3月期 ― 20.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 20.00 40.00

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 1,090,000 △1.3 31,000 △13.3 32,000 △15.2 14,000 △20.9 50.20

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．平成20年10月30日公表の業績予想の見直しは行っておりません。 
２．本資料で記述されている業績予想は、リスクや不確定要素を含んだものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 
３．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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  313,054,255株 20年3月期  313,054,255株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  34,146,990株 20年3月期  34,132,633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  278,915,418株 20年3月期第3四半期  292,428,230株
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  当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融危機と経済の減速に伴い、輸出・生産が減少し企

業収益が大幅に悪化するなど、景気の後退局面となっております。住宅投資も、改正建築基準法施行前に比べ低い水

準のまま推移した後、足元では更に弱含みの様相を呈しております。 

  当社グループでは、中期の重点方針である成長戦略の遂行としてホームセンター事業の積極的な展開や、海外移転

などによるコスト競争力の強化に取り組んでまいりましたが、需要環境の悪化など厳しい経営環境のもと、当第３四

半期連結累計期間の業績は低水準の収益状況となりました。 

  当第３四半期連結累計期間の売上高は建築関連市場の冷え込みなどにより７，９２５億１０百万円、営業利益は原

材料価格の上昇、製品の点検費用や貸倒引当金の計上などから２４４億８０百万円、経常利益は為替差損の発生など

もあって２１４億８９百万円、四半期純利益は減損損失を計上したこともあり６４億４５百万円にとどまりました。

  

[住宅関連事業] 

 ホームセンターでの伸張がありましたが、建材などが持家住宅着工など回復に至らず、市場競争の激化や営業費用

の増加もあって、当該事業は低調に推移しました。当該事業の売上高は６，２４６億９８百万円、営業利益は２９６

億８７百万円であります。 

  

[ビル関連事業] 

 前年度マンション着工の急激な落ち込みや、非居住用建築投資の減少などの影響から売上が不調であり、当該事業

は営業赤字という結果となりました。当該事業の売上高は１，６００億８２百万円、営業損失は３４億６６百万円で

あります。 

  

[その他事業] 

  相対的な事業規模は小さく、個別の工事や販売物件の影響により変動しますが、厳しい環境のもと当該事業の収益

状況は不振でありました。当該事業の売上高は７７億３０百万円、営業損失は６億４７百万円であります。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、有形固定資産の減少などがありましたが季節的要因である現預金や棚卸

資産などが増加したことに伴い、前連結会計年度末に比し８９億３百万円増加し１兆６９９億３９百万円となりまし

た。なお、純資産は５，４１４億８４百万円、自己資本比率は５０．４％であります。 

 キャッシュフローの状況は、営業活動においては、税金等調整前四半期純利益の水準は低かったものの非資金項目

などにより、３９８億８４百万円を確保することができました。投資活動においては、設備投資支出のほか定期預金

の減少などで△１４８億５８百万円、財務活動においては、配当金の支払のほか長期借入金による調達などから△５

億７８百万円となりました。 

  これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比し２３８億６百万円

増加の７６４億８５百万円であります。 

  

【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 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しについては、金融危機拡大や景気の一層の下振れ懸念の残る先行き不透明な状況が予想されます。住

宅投資も所得・雇用情勢の悪化などから見通しが極めて困難なうえ、株式・為替市場の大幅な変動リスクを抱える予

断を許さない経営環境となっております。これらの状況を踏まえ、業績予想（平成２０年１０月３０日発表）の見直

しは行っておりません。 
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該当事項はありません。  

   

① 簡便な会計処理の適用  

 一部の項目について簡便な会計処理を適用しておりますが、重要なものはありません。 

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。 

  

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」等の適用 

 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総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 平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

④ 「リース取引に関する会計基準」の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方

法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取

引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

（追加情報） 

  有形固定資産の耐用年数の変更 

  国内連結子会社の機械装置については、従来、主な耐用年数を７～13年としておりましたが、法人税法の改

正による法定耐用年数の変更に伴い、耐用年数を見直した結果、第１四半期連結会計期間より７～12年に変更

しました。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は1,203百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益はそれぞれ1,209百万円減少しております。 

 

  

－3－

㈱住生活グループ(5938)　平成21年３月期　第３四半期決算短信



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 
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 85,410 71,647

受取手形及び売掛金 251,402 250,403

商品及び製品 104,331 89,236

仕掛品 14,885 17,631

原材料及び貯蔵品 25,672 26,163

その他のたな卸資産 11,029 11,829

短期貸付金 16,696 13,334

繰延税金資産 13,120 13,450

その他 36,266 36,197

貸倒引当金 △5,395 △5,210

流動資産合計 553,419 524,684

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 376,331 373,761

減価償却累計額 △223,413 △217,612

建物及び構築物（純額） 152,917 156,148

機械装置及び運搬具 252,094 258,220

減価償却累計額 △197,570 △199,415

機械装置及び運搬具（純額） 54,523 58,805

土地 185,470 185,716

建設仮勘定 5,214 12,350

その他 61,184 57,670

減価償却累計額 △49,085 △46,813

その他（純額） 12,098 10,857

有形固定資産合計 410,224 423,878

無形固定資産 8,366 7,483

投資その他の資産   

投資有価証券 38,730 44,447

長期貸付金 13,161 15,772

繰延税金資産 9,250 7,687

その他 49,701 47,344

貸倒引当金 △12,915 △10,262

投資その他の資産合計 97,929 104,989

固定資産合計 516,520 536,351

資産合計 1,069,939 1,061,035
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（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 
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 147,199 136,170

短期借入金 101,783 55,937

1年内償還予定の社債 430 30

未払費用 41,442 37,745

未払法人税等 2,398 10,580

賞与引当金 8,376 16,511

工場再編関連損失引当金 403 515

その他 86,358 65,352

流動負債合計 388,391 322,843

固定負債   

社債 30,015 30,030

長期借入金 64,414 106,805

退職給付引当金 10,753 11,128

役員退職慰労引当金 1,078 1,202

繰延税金負債 5,536 8,308

負ののれん 759 1,085

その他 27,504 23,513

固定負債合計 140,063 182,074

負債合計 528,454 504,918

純資産の部   

株主資本   

資本金 68,121 68,121

資本剰余金 259,704 259,706

利益剰余金 278,436 281,410

自己株式 △63,748 △63,729

株主資本合計 542,513 545,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,254 6,600

繰延ヘッジ損益 △1,634 860

為替換算調整勘定 △4,313 352

評価・換算差額等合計 △3,693 7,813

少数株主持分 2,664 2,795

純資産合計 541,484 556,117

負債純資産合計 1,069,939 1,061,035
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(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 792,510

売上原価 556,236

売上総利益 236,273

販売費及び一般管理費 211,793

営業利益 24,480

営業外収益  

受取利息 1,530

受取配当金 966

受取賃貸料 4,465

負ののれん償却額 325

その他 2,246

営業外収益合計 9,535

営業外費用  

支払利息 2,664

為替差損 3,716

賃貸収入原価 3,519

デリバティブ評価損 1,352

その他 1,273

営業外費用合計 12,525

経常利益 21,489

特別利益  

固定資産売却益 71

投資有価証券売却益 4

関係会社株式売却益 1

特別利益合計 76

特別損失  

固定資産除売却損 1,087

投資有価証券評価損 255

関係会社株式評価損 24

投資有価証券売却損 28

工場再編関連損失 535

減損損失 5,181

抱合せ株式消滅差損 7

特別損失合計 7,120

税金等調整前四半期純利益 14,445

法人税、住民税及び事業税 7,294

法人税等調整額 975

法人税等合計 8,270

少数株主損失（△） △270

四半期純利益 6,445
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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）

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 14,445

減価償却費 26,001

減損損失 5,181

負ののれん償却額 △325

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,635

工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) △111

退職給付引当金の増減額（△は減少） △801

前払年金費用の増減額（△は増加） 176

受取利息及び受取配当金 △2,497

支払利息 2,664

為替差損益（△は益） 316

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 303

固定資産除売却損益（△は益） 1,016

売上債権の増減額（△は増加） 7,451

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,467

仕入債務の増減額（△は減少） 10,465

その他 2,205

小計 56,658

利息及び配当金の受取額 2,360

利息の支払額 △2,947

法人税等の支払額 △16,186

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,884

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 9,879

有価証券の取得による支出 △55,892

有価証券の売却による収入 56,892

有形及び無形固定資産の取得による支出 △24,963

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,873

投資有価証券の取得による支出 △2,268

投資有価証券の売却及び償還による収入 23

短期貸付金の増減額（△は増加） △1,476

長期貸付けによる支出 △1,783

長期貸付金の回収による収入 1,495

その他の支出 △1,269

その他の収入 2,629

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,858
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

2,895

連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) 5,035

長期借入金の返済による支出 △6,894

長期借入れによる収入 10,050

リース債務の返済による支出 △252

社債の償還による支出 △115

自己株式の処分による収入 7

自己株式の取得による支出 △29

配当金の支払額 △11,156

少数株主への配当金の支払額 △119

財務活動によるキャッシュ・フロー △578

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,385

現金及び現金同等物の期首残高 52,679

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 401

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

19

現金及び現金同等物の四半期末残高 76,485
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 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。 

  

   

(4) 継続企業の前提に関する注記 

(5) セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

  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） 

  住宅関連事業 ビル関連事業 その他事業 計 消去又は全社 連結 

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売

上高 
  624,698   160,082   7,730   792,510 －    792,510

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  

計   624,698   160,082   7,730   792,510 －    792,510

営業利益（△損失）   29,687   △3,466   △647   25,573  (1,093)   24,480

(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。 
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【参考資料】  

前年同第３四半期に係る財務諸表等 

(1)四半期（要約）連結損益計算書 

                    （単位 百万円）    

   

  

  
前年同第３四半期

（自 平成19年４月１日 
    至 平成19年12月31日） 

Ⅰ 売上高  814,301
Ⅱ 売上原価  569,592

売上総利益  244,708
Ⅲ 販売費及び一般管理費  206,463

営業利益  38,245
Ⅳ 営業外収益  11,241

受取利息          1,468
受取配当金  1,233
その他の営業外収益  8,540

Ⅴ 営業外費用  7,935
支払利息  2,553
その他の営業外費用  5,382
経常利益  41,551

Ⅵ 特別利益  1,969
Ⅶ 特別損失  2,979

税金等調整前四半期純利益  40,541
法人税、住民税及び事業税等  17,323
少数株主利益  93
四半期純利益  23,124

(2) 四半期（要約）連結キャッシュ・フロー計算書 

                                               （単位 百万円） 

  

  
前年同第３四半期

（自 平成19年４月１日 
    至 平成19年12月31日） 

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  40,541
減価償却費  24,080
負ののれん償却額 △325
退職給付引当金の減少額 △10,168
売上債権の減少額  35,982
たな卸資産の増加額 △20,541
仕入債務の減少額 △11,342
法人税等の支払額     △15,920
その他の増減額 △9,960

営業活動によるキャッシュ・フロー  32,345
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形・無形固定資産の取得による支出 △26,883
その他の収入、支出 △9,515

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,399
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金等の純増加額   26,264
長期借入金の返済による支出  △6,903
長期借入れによる収入  5,150
社債の償還による支出 △20,015
社債の発行による収入  29,860
その他の収入、支出   1,760
自己株式の取得による支出  △26,871
配当金の支払額  △11,730

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,485
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △97
Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △6,636
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  80,601
Ⅶ 連結除外等による現金及び現金同等物 

    の増減額 
△101

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高  73,864
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（単位 百万円）

  

  

  

(3) セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

  

前年同第３四半期 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成19年12月31日） 

  住宅関連事業 ビル関連事業 その他事業 計 消去又は全社 連結 

売上高             

(1)外部顧客に対する売

上高 
  618,635   185,064   10,600   814,301   －   814,301

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
  －   －   －   －   －   －

計   618,635   185,064   10,600   814,301   －   814,301

営業費用   579,751   184,374   10,882   775,008   1,047   776,056

営業利益（△損失）   38,884   689   △281   39,292  (1,047)   38,245
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