
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年7月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 住生活グループ 上場取引所 東 大 名 

コード番号 5938 URL http://www.jsgc.co.jp/ir/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 杉野 正博

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 ＩＲ担当 （氏名） 筒井 高志 TEL 03-5649-1138
四半期報告書提出予定日 平成21年8月11日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 223,354 △8.6 3,410 △39.9 5,799 △11.6 1,158 △63.7

21年3月期第1四半期 244,285 ― 5,676 ― 6,563 ― 3,189 ―

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

22年3月期第1四半期 4.15 ―

21年3月期第1四半期 11.43 ―

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

22年3月期第1四半期 1,039,886 531,987 50.9 1,898.47
21年3月期 1,048,837 533,073 50.6 1,903.69

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  529,482百万円 21年3月期  530,945百万円

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

21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

500,000 △3.9 7,500 △44.9 8,000 △44.6 500 △91.8 1.79

通期 1,040,000 △0.7 21,000 △18.0 21,000 △5.3 5,000 953.2 17.93

－1－



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、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。] 

(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、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。] 

(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 

本資料で記載されている業績予想は、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性を含んでおります。よっ
て、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来の見通しとは大きく異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 313,054,255株 21年3月期  313,054,255株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  34,154,586株 21年3月期  34,150,762株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 278,901,493株 21年3月期第1四半期 278,920,662株
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 当第１四半期における我が国経済は、企業収益の悪化を背景に設備投資が大幅に減少し、雇用や所得環境も悪化す

るなど、非常に厳しい状況で推移いたしました。輸出や生産に持ち直しの動きがみられるものの、依然として先行き

は不透明であります。住宅業界においても、新設住宅着工戸数の水準が大幅に減少しており、回復の兆しはみられま

せん。 

 当社グループでは、成長戦略の遂行や海外移転などによるコスト競争力の強化に取り組むほか、戦略投資として、

アメリカンスタンダードのアジア事業部門買収やサンウエーブ工業株式会社との業務資本提携を決議するなど、中期

方針に基づく諸施策を着実に実行してまいりました。しかしながら、需要の低迷や競争の激化など悪化する事業環境

のもと、当第１四半期の業績は低水準の収益状況となりました。 

 当第１四半期の売上高は２，２３３億５４百万円（前年同期比８．６％減）と減収、営業利益はコスト削減や販管

費の圧縮などに努めましたが３４億１０百万円（前年同期比３９．９％減）、経常利益は営業外収支の好転があった

ものの５７億９９百万円（前年同期比１１．６％減）にとどまり、四半期純利益は工場再編関連損失や株式などの評

価損を特別損失に計上したことなどから１１億５８百万円（前年同期比６３．７％減）と減益でありました。 

  

  セグメント別の概況は次のとおりであります。なお、従来、住宅関連事業、ビル関連事業及びその他事業に区分し

ておりましたが、前連結会計年度末より、金属製建材事業、水回り設備事業、その他建材・設備事業、流通・小売り

事業及び住宅・不動産他事業に変更しております。このため、前年同期との比較は、従来の事業区分を当第１四半期

の事業区分に組替えて行っております。 

［金属製建材事業］ 

 金属製建材事業においては、持家住宅着工などが低調で推移したことから、売上高は８２０億６４百万円（前年同

期比８．３％減）と減収でありましたが、生産の海外移転効果や諸経費の削減効果も寄与し、営業利益は３３億１３

百万円（前年同期比２０．３％増）と増益を達成することができました。 

［水回り設備事業］ 

 水回り設備事業においては、分譲住宅着工低迷に伴い浴室及び厨房機器が不振だったこともあり、売上高は６１１

億３３百万円（前年同期比８．９％減）、営業利益は８億２７百万円（前年同期比５１．２％減）と減収減益であり

ました。 

［その他建材・設備事業］ 

 その他建材・設備事業においては、建築投資低迷の影響を受け住宅外壁材とタイル建材が不調であったことなどか

ら、売上高は３５６億８３百万円（前年同期比１６．２％減）と減収、利益面では５億７３百万円の営業損失（前年

同期は２億４２百万円の営業利益）となりました。 

［流通・小売り事業］ 

  流通・小売り事業においては、大型ホームセンター「スーパービバホーム」を１店舗出店したほか、オペレーショ

ン効率の改善による収益性向上に努めてまいりました。売上高は３５６億１８百万円（前年同期比６．０％増）、営

業利益は１６億５９百万円（前年同期比１６．４％増）と増収増益を実現いたしました。 

 [住宅・不動産他事業] 

  住宅・不動産他事業においては、住宅投資や不動産市況低迷に加えソリューション事業の構造変化もあって厳しい

収益状況となりました。売上高は１０８億３１百万円（前年同期比２０．０％減）と減収、利益面では１４億８百

万円の営業損失（前年同期は１億１２百万円の営業損失）でありました。 

 なお、事業別の売上高及び営業損益は、消去又は全社控除前であり、合計は連結売上高及び連結営業利益と一致し

ておりません。 

【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
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当第１四半期末の総資産は、売上高の減少に伴い受取手形及び売掛金が減少いたしましたが、季節要因による棚卸

資産や投資有価証券取得などによる固定資産が増加したことなどから、前期末に比し８９億５１百万円減少の１兆３

９８億８６百万円となりました。なお、純資産は５，３１９億８７百万円、自己資本比率は５０．９％であります。

  キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

当第１四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、１６８億５５百万円を確保することができました。税金等

調整前当期純利益の水準は低下したものの運転資金や法人税等の支払額減少などにより、前年同期に比べ４６億７３

百万円増加となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資やＭ＆Ａ関連資金を支出する一方、短期金融資産運用の有価証券

を売却したことなどから２８４億４３百万円の資金増加となりました。前年同期に比べて２８７億６０百万円の増加

であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払のほか長期借入金の返済と調達を行ったことなどから△１４６

億６６百万円となりました。前年同期に比べて１３０億５２百万円の支出増加であります。 

これらの結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物は、前期末に比し３３９億３百万円増加の１，０７８億７７

百万円であります。 

  

当第１四半期の状況から、業績予想（平成21年４月30日発表）の見直しは行っておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理 

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。  

  

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。 

これにより、売上高は1,178百万円増加し、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97百万円増加しております。 

  

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

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 116,583 87,887

受取手形及び売掛金 192,645 213,692

有価証券 4,999 40,988

商品及び製品 94,718 89,129

仕掛品 13,359 13,982

原材料及び貯蔵品 27,851 25,988

その他のたな卸資産 12,382 12,445

短期貸付金 7,788 9,470

繰延税金資産 17,111 14,932

その他 39,921 31,946

貸倒引当金 △4,395 △4,756

流動資産合計 522,966 535,708

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 379,697 380,681

減価償却累計額 △229,852 △230,394

建物及び構築物（純額） 149,844 150,287

機械装置及び運搬具 254,490 251,957

減価償却累計額 △200,774 △198,597

機械装置及び運搬具（純額） 53,716 53,360

土地 186,351 185,135

建設仮勘定 4,451 5,194

その他 65,484 63,069

減価償却累計額 △51,742 △50,642

その他（純額） 13,741 12,426

有形固定資産合計 408,105 406,403

無形固定資産   

のれん 1,383 －

その他 8,731 8,220

無形固定資産合計 10,114 8,220

投資その他の資産   

投資有価証券 35,264 33,749

長期貸付金 3,199 4,570

繰延税金資産 8,787 9,342

その他 72,673 70,923

貸倒引当金 △21,224 △20,080

投資その他の資産合計 98,699 98,504

固定資産合計 516,920 513,129

資産合計 1,039,886 1,048,837
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 114,196 120,246

短期借入金 59,142 105,805

1年内償還予定の社債 170 30

未払費用 36,799 38,931

未払法人税等 4,439 4,714

賞与引当金 17,305 15,066

工場再編関連損失引当金 1,371 354

その他 72,454 61,020

流動負債合計 305,879 346,169

固定負債   

社債 35,420 35,000

長期借入金 116,522 84,557

退職給付引当金 11,392 11,533

役員退職慰労引当金 930 1,119

繰延税金負債 6,019 4,956

負ののれん 542 651

その他 31,192 31,776

固定負債合計 202,019 169,594

負債合計 507,899 515,764

純資産の部   

株主資本   

資本金 68,121 68,121

資本剰余金 259,703 259,703

利益剰余金 267,471 272,464

自己株式 △63,756 △63,752

株主資本合計 531,539 536,537

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,686 1,368

繰延ヘッジ損益 △258 △409

為替換算調整勘定 △5,484 △6,552

評価・換算差額等合計 △2,056 △5,592

少数株主持分 2,504 2,128

純資産合計 531,987 533,073

負債純資産合計 1,039,886 1,048,837

－6－

㈱住生活グループ（5938）　平成22年３月期　第１四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 244,285 223,354

売上原価 170,294 154,040

売上総利益 73,990 69,314

販売費及び一般管理費 68,314 65,903

営業利益 5,676 3,410

営業外収益   

受取利息 498 319

受取配当金 614 838

受取賃貸料 1,493 1,490

負ののれん償却額 108 110

為替差益 － 607

デリバティブ評価益 696 485

その他 575 848

営業外収益合計 3,987 4,700

営業外費用   

支払利息 865 934

為替差損 620 －

賃貸収入原価 1,209 1,128

その他 406 247

営業外費用合計 3,100 2,311

経常利益 6,563 5,799

特別利益   

固定資産売却益 8 53

関係会社株式売却益 1 －

抱合せ株式消滅差益 － 78

特別利益合計 9 132

特別損失   

固定資産除売却損 418 330

投資有価証券評価損 24 221

関係会社株式評価損 12 790

工場再編関連損失 － 1,022

投資有価証券売却損 － 0

減損損失 34 298

抱合せ株式消滅差損 7 －

特別損失合計 496 2,663

税金等調整前四半期純利益 6,076 3,268

法人税、住民税及び事業税 5,221 4,012

法人税等調整額 △2,287 △1,909

法人税等合計 2,933 2,103

少数株主利益又は少数株主損失（△） △46 6

四半期純利益 3,189 1,158
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 6,076 3,268

減価償却費 8,139 7,964

減損損失 34 298

負ののれん償却額 △108 △110

貸倒引当金の増減額（△は減少） 234 462

工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) △33 1,017

退職給付引当金の増減額（△は減少） △506 △357

前払年金費用の増減額（△は増加） 57 181

受取利息及び受取配当金 △1,113 △1,158

支払利息 865 934

為替差損益（△は益） △140 △50

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 35 1,012

固定資産除売却損益（△は益） 409 276

売上債権の増減額（△は増加） 27,468 27,764

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,452 △5,213

仕入債務の増減額（△は減少） △5,998 △9,899

その他 △1,291 △4,519

小計 22,674 21,872

利息及び配当金の受取額 1,074 1,143

利息の支払額 △1,170 △1,142

法人税等の支払額 △10,395 △5,018

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,182 16,855

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） 5,755 5,998

有価証券の取得による支出 △4,800 △6,499

有価証券の売却による収入 4,200 42,488

有形及び無形固定資産の取得による支出 △9,540 △6,162

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,556 153

投資有価証券の取得による支出 △610 △2,968

投資有価証券の売却及び償還による収入 4 6

短期貸付金の増減額（△は増加） 1,794 1,489

長期貸付けによる支出 △963 △175

長期貸付金の回収による収入 332 592

その他の支出 △172 △6,980

その他の収入 2,127 502

投資活動によるキャッシュ・フロー △316 28,443
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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）

4,212 818

連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) 1,112 8,553

長期借入金の返済による支出 △1,217 △51,196

長期借入れによる収入 － 33,000

リース債務の返済による支出 △21 △195

自己株式の処分による収入 1 0

自己株式の取得による支出 △5 △5

配当金の支払額 △5,578 △5,578

少数株主への配当金の支払額 △117 △63

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,614 △14,666

現金及び現金同等物に係る換算差額 △155 518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,095 31,149

現金及び現金同等物の期首残高 52,679 73,973

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 401 2,488

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

19 265

現金及び現金同等物の四半期末残高 63,195 107,877
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）事業区分の変更 

従来、事業区分については、市場の類似性を考慮した区分により、住宅関連事業、ビル関連事業及びその他事業に

区分しておりましたが、前連結会計年度末より、金属製建材事業、水回り設備事業、その他建材・設備事業、流

通・小売り事業及び住宅・不動産他事業に変更しております。 

この変更は、近年における事業環境及び市場ニーズの変化に伴う当社グループの各事業規模及び構成の変化等に加

え、前連結会計年度から開始した「新中期経営計画」により当社グループの事業ドメインの位置付けを見直したこ

とに伴い、前連結会計年度末に当社グループの事業ドメイン別業績管理制度が整備されたことにより、事業内容を

より適切に開示できると判断したことによるものであります。 

なお、前第１四半期のセグメント情報を当第１四半期の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は次

のとおりであります。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  

 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〕

  
住宅関連事業 
（百万円） 

ビル関連事業
（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 
 199,488  42,385  2,410  244,285  －  244,285

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  199,488  42,385  2,410  244,285  －  244,285

営業利益（△損失）  8,880  △2,561  △314  6,004  (328)  5,676

  
金属製建
材事業 
(百万円) 

水回り設
備事業  
(百万円)

その他建
材・設備
事業 

(百万円)

流通・小
売り事業
(百万円)

住宅・不
動産他 
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 
 81,478  60,534  35,386  35,416  10,538  223,354  －  223,354

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 586  598  297  202  292  1,977  △1,977  －

計  82,064  61,133  35,683  35,618  10,831  225,331  △1,977  223,354

営業利益（△損失）  3,313  827  △573  1,659  △1,408  3,817  (407)  3,410

  
金属製建
材事業 
(百万円) 

水回り設
備事業  
(百万円)

その他建
材・設備
事業 

(百万円)

流通・小
売り事業
(百万円)

住宅・不
動産他 
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 
 89,008  66,485  42,273  33,359  13,158  244,285 －  244,285

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 498  604  292  239  376  2,011  △2,011  －

計  89,507  67,089  42,565  33,599  13,535  246,296  △2,011  244,285

営業利益（△損失）  2,754  1,695  242  1,425  △112  6,004  (328)  5,676

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 新日軽株式会社の子会社化に関する基本合意書締結 

  当社は平成21年７月13日開催の取締役会において、当社子会社であるトステム株式会社が、同社の属する企業

集団である住生活グループにおいて、日本軽金属株式会社とその子会社が保有する新日軽株式会社の全株式を取

得し子会社化することに関して日本軽金属株式会社との間で基本合意書を締結することを決議いたしました。 

 

  

（７）後発事象
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