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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 41,083 ― 224 ― 47 ― △528 ―
20年3月期第3四半期 44,848 △9.9 1,054 △62.4 1,029 △63.3 401 △71.5

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 △2.30 ―
20年3月期第3四半期 1.74 ―

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 59,869 38,877 64.9 170.57
20年3月期 61,992 40,877 65.9 178.15

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  38,877百万円 20年3月期  40,877百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― 2.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.50 5.00

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  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 54,900 △9.0 230 △86.4 20 △98.8 △910 ― △3.99

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11月７日発表の連結業績予想を修正しております。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たものであり、実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３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。 
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  239,487,500株 20年3月期  239,487,500株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  11,564,740株 20年3月期  10,041,875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  229,185,997株 20年3月期第3四半期  229,449,344株



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３四半期連結累計期間（以下「当期」という。）におけるわが国経済は、世界的な金融不安による世界景気

の減速と、それに伴う国内企業の業績悪化により景気の減速感が強まり、個人の消費意欲が大幅に減退するなど、

非常に厳しい状況となりました。 

このような状況の中、当社グループでは中核子会社２社が本年４月に合併いたしますが、外部環境の急速な悪

化を受け、合併による統合効果をできる限り早期に実現し、グループ全体の収益力を高めていくために、成長分野である介

護福祉用具事業分野への人員の移動を合併前の今期より進めていくとともに、家具インテリア健康事業分野の収益力の回

復を図るべく、生産体制の見直しなどの構造改革に着手いたしました。 

 これらの結果、当期の連結経営成績は、売上高は41,083百万円、営業利益は224百万円、経常利益は47百万円、

また四半期純損益は、特別損失に投資有価証券評価損を計上したことなどにより528百万円の損失となりました。 

 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。 

 なお、第１四半期連結会計期間より、従来の「家具インテリア事業」を「家具インテリア健康事業」に名称変更

しております。 

（家具インテリア健康事業） 

 家具インテリア健康事業では、主力商品である家庭用ベッドにおいて、お客様に満足していただける寝心地を提

供していくために新たに発売した「ライフトリートメントマットレスシリーズ」の拡販に注力いたしました。ま

た、簡単に着脱ができ、収納スペースにも場所をとらない、健康関連商品「エアーフットＰＲＯ」や、コンパクト

に折りたため持ち運びや収納にも便利な「折りたたみスプリングマットレス」を発売し、新たな販路や顧客層の開

拓に努めてまいりました。  

 しかしながら景気後退の影響を受け、既存の販売先への売上は減少しており、特に主力のベッドにおいては高級

品の売上が大幅に減少したことで、収益面は厳しい状況が続いております。 

 以上の結果、家具インテリア健康事業の売上高は20,028百万円、営業損失754百万円となりました。 

（介護福祉用具事業） 

 介護福祉用具事業においては、機能性の高い新型の「車いす」、緊急時リリース機能付モーターや座位保持機能

を装備した「低床ベッド」の新商品の取引拡大を主としたレンタル売上の拡大に注力いたしました。また、安全性

確保の観点から手すりの挟み込みをはじめとした特殊寝台の安全利用の注意喚起を引き続き行うとともに、営業職

員のモニタリングのレベルアップのための研修の実施、福祉用具プランナー資格の取得等の従業員の資質の向上に

よるサービスの質の向上に傾注してまいりました。 

 商品販売では、吸引器をはじめとした在宅医療機器の取引とともに、代理店等に対する「低床ベッド」等の新商

品の販売に第２四半期連結会計期間に続き注力いたしましたが、今期後半から施設等の法人向け販売については設

備投資見直しの影響が現れてきております。 

 また、住宅改修においては、介護保険外の一般リフォーム取引の拡大とともに利益率の改善に努めましたが、商

品販売同様に支出抑制の影響を受け大型案件取引が減少してきております。 

 なお、大都市マーケットでの取引の拡大等を目的に営業拠点の見直しを行い、昨年９月に世田谷営業所（東京

都）を新たに開設するとともに、つくば営業所（茨城県）と伊賀営業所（三重県）の２営業所の閉鎖・統合を行い

ました。また、西宮営業所（兵庫県）、同営業所に併設の阪神サービスセンターの本年４月の新設をはじめとし

て、営業及び物流拠点の強化、整備を進めております。 

 以上の結果、介護福祉用具事業の売上高は17,029百万円、営業利益は849百万円となりました。 

（不動産賃貸事業） 

 当社グループでは、グループ各社が保有する不動産を各社の事業展開に応じて利用しており、当期においては、

このグループ会社間の不動産賃貸売上高である当事業のセグメント間の内部売上高は194百万円となりました。ま

た、一部不動産につきましては外部に賃貸を行なっており、この外部顧客に対する売上高は111百万円となりまし

た。以上の結果、不動産賃貸事業の営業利益は191百万円となりました。 

（その他事業） 

 その他事業においては、戸別訪問販売事業の売上高が、景気減速の影響を強く受け、大幅に減少しております。

人件費等の費用削減を行ないましたが、収益面では厳しい状況が続いております。 

 以上の結果、その他事業の売上高は3,913百万円、営業損失は151百万円となりました。 

   



（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）と比べて2,123百万

円減少して59,869百万円となりました。流動資産は前期末と比較して2,627百万円減少し31,386百万円となりま

した。主な増減として、増加については、たな卸資産415百万円であり、減少については現金及び預金125百万

円、有価証券998百万円、受取手形及び売掛金1,626百万円などであります。固定資産は前期末と比較して503百

万円増加し28,482百万円となりました。主な増加は、有形固定資産の取得などによるものであります。 

 負債は、買掛金及び未払費用などが減少したことなどにより前期末と比較して124百万円減少して20,991百万

円となりました。 

 純資産は、前期末と比較して1,999百万円減少して38,877百万円となりました。主な減少は、剰余金の配当

1,147百万円、自己株式の取得200百万円、四半期純損失528百万円などによるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は前期末の65.9％から64.9％に減少いたしました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物残高が前連結会計年度末に比

べて1,426百万円減少し8,218百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,442百万円の収入となりました。主な内訳として、収入について

は、売上債権の減少1,616百万円などであり、支出については、税金等調整前四半期純損失119百万円などであり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、2,459百万円の支出となりました。主な支出は、投資有価証券の取得

274百万円、有形固定資産の取得2,198百万円などであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、398百万円の支出となりました。主な内訳として、収入についてはセ

ール・アンド・リースバックによる収入1,088百万円であり、支出については、配当金の支払額1,139百万円、自

己株式の取得200百万円などであります。 

  

 平成21年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成20年11月７日に公表いたしました連結業績予想を修正

しております。詳しくは、別途公表いたしました「平成21年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

 なお、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たものであり、実際の業績は

今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

   

 該当事項はありません。 

    

１．簡便な会計処理 

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 たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、たな卸資産の簿価切

下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法

によっております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

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 

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 



２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

（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．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出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、主として先入先出法による原価法（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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失は、31百万円増加しております。な

お、セグメント情報に与える影響はありません。 

  



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 6,055 6,181

受取手形及び売掛金 10,151 11,777

有価証券 2,499 3,498

商品 3,623 3,267

製品 4,915 4,961

原材料 2,048 1,898

仕掛品 188 232

その他 1,947 2,246

貸倒引当金 △43 △50

流動資産合計 31,386 34,013

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,538 6,522

その他（純額） 9,230 8,459

有形固定資産合計 15,769 14,982

無形固定資産 397 417

投資その他の資産 12,315 12,579

固定資産合計 28,482 27,978

資産合計 59,869 61,992

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,367 6,709

ファクタリング未払金 1,450 1,305

短期借入金 5,302 5,277

1年内返済予定の長期借入金 7 48

未払法人税等 99 362

賞与引当金 600 1,278

その他の引当金 144 179

その他 3,364 2,698

流動負債合計 17,336 17,860

固定負債   

退職給付引当金 2,302 2,550

役員退職慰労引当金 402 465

その他 949 238

固定負債合計 3,654 3,255

負債合計 20,991 21,115



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000 3,000

資本剰余金 5,116 5,117

利益剰余金 33,910 35,585

自己株式 △3,151 △2,952

株主資本合計 38,876 40,751

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10 95

繰延ヘッジ損益 △31 15

為替換算調整勘定 44 15

評価・換算差額等合計 1 126

純資産合計 38,877 40,877

負債純資産合計 59,869 61,992



（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 41,083

売上原価 23,024

売上総利益 18,058

販売費及び一般管理費 17,833

営業利益 224

営業外収益  

受取利息 32

受取配当金 23

その他 119

営業外収益合計 175

営業外費用  

支払利息 83

為替差損 143

その他 125

営業外費用合計 352

経常利益 47

特別利益  

前期損益修正益 47

固定資産売却益 96

受取補償金 111

特別利益合計 256

特別損失  

前期損益修正損 15

固定資産売却損 1

固定資産除却損 31

投資有価証券評価損 331

たな卸資産評価損 31

その他 10

特別損失合計 423

税金等調整前四半期純損失（△） △119

法人税、住民税及び事業税 426

法人税等調整額 △17

法人税等合計 408

四半期純損失（△） △528



（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損失（△） △119

減価償却費 1,500

固定資産売却損益（△は益） △94

固定資産除却損 29

投資有価証券評価損益（△は益） 331

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13

賞与引当金の増減額（△は減少） △677

退職給付引当金の増減額（△は減少） △247

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △63

その他の引当金の増減額（△は減少） △35

受取利息及び受取配当金 △55

支払利息 83

売上債権の増減額（△は増加） 1,616

たな卸資産の増減額（△は増加） △464

仕入債務の増減額（△は減少） △319

ファクタリング未払金の増減額（△は減少） 145

未払費用の増減額（△は減少） △29

その他 527

小計 2,113

利息及び配当金の受取額 57

利息の支払額 △80

法人税等の支払額 △647

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,442

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 △39

定期預金の払戻による収入 36

有形固定資産の取得による支出 △2,198

有形固定資産の売却による収入 121

投資有価証券の取得による支出 △274

貸付けによる支出 △8

貸付金の回収による収入 9

その他 △105

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,459



（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  

短期借入れによる収入 113

短期借入金の返済による支出 △100

長期借入金の返済による支出 △41

セール・アンド・リースバックによる収入 1,088

リース債務の返済による支出 △120

自己株式の売却による収入 0

自己株式の取得による支出 △200

配当金の支払額 △1,139

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △398

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,426

現金及び現金同等物の期首残高 9,645

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,218



 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。 

  

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） 

 （注）１．事業の種類の区分方法 

事業は製商品の種類、性質、販売市場及び販売形態の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製商品及び事業の内容 

(1）家具インテリア健康事業…ベッド・家具類・寝装品等の製造・仕入及び卸売 

(2）介護福祉用具事業…………療養ベッド・福祉用具・リネン等の製造・仕入、レンタル・小売及び卸売 

(3) 不動産賃貸事業……………不動産の賃貸 

(4）その他事業…………………装身具・日用品雑貨・健康機器等の仕入及び小売、広告・展示会設営 

３．事業の種類別セグメント名称の変更 

第１四半期連結会計期間より、従来の「家具インテリア事業」を「家具インテリア健康事業」に名称変更し

ております。 

なお、変更は名称のみでありますので、これによるセグメント情報に与える影響はありません。 

  

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

家具 
インテリア 
健康事業 
(百万円) 

介護福祉
用具事業 
(百万円) 

不動産
賃貸事業 
(百万円) 

その他
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                                         

(1) 外部顧客に対する売上高  20,028  17,029  111  3,913  41,083  －  41,083

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 622  18  194  512  1,348 (1,348)  －

計  20,651  17,048  306  4,425  42,431 (1,348)  41,083

営業利益又は営業損失(△)  △754  849  191  △151  135  89  224

〔所在地別セグメント情報〕 

〔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」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

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  44,848

Ⅱ 売上原価  25,196

売上総利益  19,652

Ⅲ 販売費及び一般管理費  18,597

営業利益  1,054

Ⅳ 営業外収益  197

Ⅴ 営業外費用  223

経常利益  1,029

Ⅵ 特別利益  867

Ⅶ 特別損失  557

税金等調整前四半期純利益  1,338

税金費用  937

四半期純利益  401



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
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  1,338

売上債権の増減額  1,932

たな卸資産の増減額 △316

仕入債務の増減額 △1,021

ファクタリング未払金の増減額 △105

その他 △293

小計  1,534

法人税等の支払額 △1,380

その他 △16

営業活動によるキャッシュ・フロー  137

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 △315

有形固定資産の取得による支出 △2,295

その他  459

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,150

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入の増減額（純額）  26

長期借入金の返済による支出 △141

配当金の支払額 △1,134

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,251

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △3,262

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  12,605

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  9,343



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） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超のため、記載を省略しております。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
家具インテ 
リア事業 
（百万円） 

介護福祉
用具事業 
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去 
又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  23,109  16,966  4,773  44,848  －  44,848

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 621  45  891  1,558 (1,558)  －

計  23,731  17,011  5,665  46,407 (1,558)  44,848

営業費用  23,939  16,022  5,455  45,417 (1,622)  43,794

営業利益又は営業損失（△）  △208  988  209  990  63  1,054

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

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） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 
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