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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 40,845 △19.8 570 △72.4 785 △69.2 416 △78.2
21年3月期第1四半期 50,939 ― 2,067 ― 2,551 ― 1,909 ―

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 3.78 ―
21年3月期第1四半期 17.31 ―

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 161,848 78,840 48.4 709.77
21年3月期 167,894 76,939 45.5 692.34

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  78,254百万円 21年3月期  76,335百万円

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 ― 7.50 ― 5.00 12.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
6.25 ― 6.25 12.50

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  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

第2四半期 
連結累計期間

80,000 △19.6 500 △83.0 800 △76.3 400 △82.7 3.63

通期 170,000 △10.6 2,200 △50.6 2,800 △49.8 1,500 △54.5 13.61
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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（2）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（3）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 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
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。 

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 有

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 112,391,530株 21年3月期  112,391,530株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,138,793株 21年3月期  2,133,951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 110,255,139株 21年3月期第1四半期 110,288,353株
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当第１四半期連結会計期間の国内経済は、昨年からの金融不安の世界的な拡がりにともなう企業業績の悪化によ

り、先行きの不透明感が高い中で、設備投資抑制・経費削減という、当社グループを取り巻く環境は極めて厳しい状

況で推移いたしました。  

 このような状況のもと当社グループは、各事業における更なる成長を目指して、製品力・デザイン力により差別化

された新製品の投入と提案型販売を推進し、新しい市場の創造と新規顧客開拓に努めてまいりました。  

  

 オフィス環境事業については、企業の投資抑制・経費削減に加え総人員削減の動きも顕著となり、オフィスの移転

需要及びリニューアル需要はいずれも大きく減退いたしました。しかし一方で、企業の経費削減の一環として、オフ

ィスの効率化・コストダウンを目的としたオフィス需要は根強いものがあり、それに対して働き方の見直しと併せて

オフィスを「知的創造空間」へ転換する「クリエイティブ・オフィス」の提案を中心としたソリューション型ビジネ

スを積極的に展開し、オフィスの付加価値向上を推進してまいりましたが、売上高は減少する結果となりました。 

 この結果、当事業の売上高は22,978百万円（前年同期比26.8%減）となりました。  

  

 商環境事業については、雇用・所得環境が厳しさを増す中、個人消費の伸び悩み、流通業の投資抑制、店舗の小型

化と引き続き厳しい事業環境で推移いたしました。そのような状況下、「食の安全・安心」、「エネルギー効率の向

上」、「ローコストオペレーション」をキーワードとした店舗のトータル提案、新規顧客開拓による売上拡大に努め

るとともに、新市場の開拓及び店舗保守サービス事業の展開と、事業領域の拡大、競争力の強化を推進してまいりま

した。  

 この結果、当事業の売上高は15,902百万円（前年同期比4.3%減）となりました。  

  

 物流機器事業他については、物流センター、生産工場等の施設に対して、ソリューション型提案営業を積極的に展

開してまいりました。しかし、当事業においても市場環境の悪化にともない新規投資を先延ばし・抑制する動きが増

加し、物件数が減少したことにより、売上高の減少を余儀なくされました。 

 この結果、当事業の売上高は1,963百万円（前年同期比32.9%減）となりました。  

  

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高40,845百万円（前年同期比19.8%減）、営業利益570百

万円（前年同期比72.4%減）、経常利益785百万円（前年同期比69.2%減）、四半期純利益416百万円（前年同期比78.2%

減）となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりとなりました。  

 総資産については、前連結会計年度末に比べて6,045百万円減少し161,848百万円となりました。流動資産は現金及

び預金が増加する一方、売上債権が減少した結果8,397百万円減少し、固定資産は建物及び構築物等の有形固定資産が

減少する一方、投資有価証券の増加等を主因とした投資その他の資産の増加により2,352百万円増加いたしました。  

  負債については、仕入債務の減少などを主な要因として、前連結会計年度末に比べ7,946百万円減少し、83,007百万

円となりました。  

  純資産については、その他有価証券評価差額金の増加等により、78,840百万円となり、自己資本比率は48.4%となり

ました。  

 キャッシュ・フローの状況については以下のとおりとなりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益773百万円の計上、減価償却費1,324百万円、売

上債権の減少額11,672百万円等による増加と、仕入債務の減少額8,519百万円、賞与引当金の減少額940百万円、法人

税等の支払額559百万円等による減少の結果、5,303百万円の資金増加（前年同期は6,166百万円の増加）となりまし

た。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得740百万円等の支出により、1,881百万円の支出（前年

同期は2,757百万円の支出）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額753百万円等の収入と、配当金の支払額485百万円等の

支出により、8百万円の支出（前年同期は613百万円の支出）となりました。  

 これらの結果、当第１四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べ3,424百万円増加

（前年同期は2,781百万円の増加）し、21,849百万円となりました。 
  

平成22年3月期の業績予想につきましては、当第１四半期の業績を勘案し、平成21年5月11日に公表いたしました第

２四半期連結累計期間（連結）、第２四半期累計期間（個別）及び通期の業績予想（連結・個別）の業績予想数値を

変更いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成21年7月31日）公表の「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。 
  

【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
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 当第１四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、前連結会計年度末の実地棚卸
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。 

 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。 
  

  

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」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準適用指針第18号）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、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。  

 この変更にともなう損益に与える影響はありません。 
  

前第１四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「固定資産除却損」（当第１四半期連結累

計期間30百万円）は、当第１四半期連結累計期間より「固定資産除売却損」に含めて表示しております。 
  

前第１四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「固定資産除却損」（当第１四半期連結累

計期間30百万円）は、当第１四半期連結累計期間より「固定資産除売却損益（△は益）」に含めて表示して

おります。 

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)
  該当事項はありません。

(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

① 簡便な会計処理

  1)棚卸資産の評価方法

  2)固定資産の減価償却費の算定方法

 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 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

② 表示方法の変更

  （四半期連結損益計算書関係）

  （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
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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 24,273 19,488

受取手形及び売掛金 35,928 47,600

有価証券 172 172

商品及び製品 11,306 12,254

仕掛品 1,216 1,286

原材料及び貯蔵品 2,138 2,248

その他 2,397 2,815

貸倒引当金 △46 △82

流動資産合計 77,386 85,784

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,601 16,880

土地 22,772 22,771

その他（純額） 11,106 11,438

有形固定資産合計 50,479 51,090

無形固定資産   

のれん 1,719 1,783

その他 2,319 2,347

無形固定資産合計 4,038 4,130

投資その他の資産   

投資有価証券 19,557 16,120

その他 10,477 10,859

貸倒引当金 △91 △91

投資その他の資産合計 29,943 26,888

固定資産合計 84,462 82,109

資産合計 161,848 167,894
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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 28,730 37,432

短期借入金 10,631 9,878

1年内返済予定の長期借入金 1,685 1,674

1年内償還予定の社債 － 5,000

未払法人税等 155 793

賞与引当金 594 1,535

その他 3,495 3,056

流動負債合計 45,293 59,370

固定負債   

社債 10,000 5,000

長期借入金 10,362 10,639

退職給付引当金 11,967 11,710

その他 5,384 4,233

固定負債合計 37,714 31,583

負債合計 83,007 90,954

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,670 18,670

資本剰余金 16,759 16,759

利益剰余金 42,411 42,547

自己株式 △2,357 △2,354

株主資本合計 75,484 75,622

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,059 1,057

為替換算調整勘定 △290 △345

評価・換算差額等合計 2,769 712

少数株主持分 586 604

純資産合計 78,840 76,939

負債純資産合計 161,848 167,894
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 （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 50,939 40,845

売上原価 34,997 27,659

売上総利益 15,941 13,186

販売費及び一般管理費 13,873 12,616

営業利益 2,067 570

営業外収益   

受取利息 20 8

受取配当金 236 144

持分法による投資利益 101 40

その他 291 266

営業外収益合計 649 460

営業外費用   

支払利息 124 161

その他 40 83

営業外費用合計 165 244

経常利益 2,551 785

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 39

賞与引当金戻入額 639 －

その他 0 0

特別利益合計 640 39

特別損失   

固定資産除却損 26 －

固定資産除売却損 － 45

投資有価証券評価損 50 －

その他 17 5

特別損失合計 94 51

税金等調整前四半期純利益 3,096 773

法人税、住民税及び事業税 141 157

法人税等調整額 1,024 217

法人税等合計 1,166 375

少数株主利益又は少数株主損失（△） 21 △18

四半期純利益 1,909 416
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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 3,096 773

減価償却費 1,413 1,324

固定資産除却損 26 －

固定資産除売却損益（△は益） － 45

持分法による投資損益（△は益） △101 △40

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 △36

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,344 △940

退職給付引当金の増減額（△は減少） 164 256

受取利息及び受取配当金 △257 △153

支払利息 124 161

投資有価証券評価損益（△は益） 50 －

売上債権の増減額（△は増加） 8,379 11,672

たな卸資産の増減額（△は増加） 555 1,129

仕入債務の増減額（△は減少） △2,557 △8,519

その他 △547 166

小計 8,010 5,840

利息及び配当金の受取額 259 155

利息の支払額 △119 △133

法人税等の支払額 △1,984 △559

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,166 5,303

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 △1,561 △740

無形固定資産の取得による支出 △54 △174

投資有価証券の取得による支出 △11 △5

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,096 23

子会社株式の取得による支出 △2,089 －

その他 △138 △984

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,757 △1,881

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 516 753

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 △367 △364

社債の発行による収入 － 5,000

社債の償還による支出 － △5,000

自己株式の取得による支出 △3 △1

配当金の支払額 △734 △485

少数株主への配当金の支払額 △24 －

その他 － △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △613 △8

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,781 3,424

現金及び現金同等物の期首残高 19,496 18,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,277 21,849
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 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。 

 
 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） 
  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） 

 
(注) １ 事業区分の方法 

連結会社の事業活動における製品（役務提供を含む）の種類・性質及び販売市場等の類似性を勘案して区分
しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 当第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」（企業会計基準委員会 平成18年7月5

日 企業会計基準第9号）を適用しております。この変更にともない、従来と同一の方法によった場合に比
べ、当第１四半期連結累計期間における営業利益は、「オフィス環境事業」が238百万円、「商環境事業」
が47百万円それぞれ減少し、営業損失は、「物流機器事業他」が33百万円増加しております。 

  
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) １ 事業区分の方法 

連結会社の事業活動における製品（役務提供を含む）の種類・性質及び販売市場等の類似性を勘案して区分
しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

(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】

オフィス環境
事 業

商環境
事 業

物流機器
事業他

合 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

31,386 16,624 2,928 50,939 ― 50,939

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― （―） ―

計 31,386 16,624 2,928 50,939 （―） 50,939

営業利益又は営業損失（△) 1,566 720 △219 2,067 （―） 2,067

事業区分 主要製品

オフィス環境事業
オフィス家具、公共施設用家具、各種間仕切、研究施設用家具、
セキュリティ製品、SOHO家具

商環境事業 店舗用商品陳列棚、冷凍・冷蔵ショーケース、店舗カウンター

物流機器事業他
工場・倉庫用物品保管棚、物流自動機器・装置、産業車両・建設
機器用流体変速機、不動産賃貸、保険

オフィス環境
事 業

商環境
事 業

物流機器
事業他

合 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

22,978 15,902 1,963 40,845 ― 40,845

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― （―） ―

計 22,978 15,902 1,963 40,845 （―） 40,845

営業利益又は営業損失（△) 323 340 △93 570 （―） 570

事業区分 主要製品

オフィス環境事業
オフィス家具、公共施設用家具、各種間仕切、研究施設用家具、
セキュリティ製品、SOHO家具

商環境事業 店舗用商品陳列棚、冷凍・冷蔵ショーケース、店舗カウンター

物流機器事業他
工場・倉庫用物品保管棚、物流自動機器・装置、産業車両・建設
機器用流体変速機、不動産賃貸、保険
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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） 
全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、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） 
全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 
  

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） 
海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  
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） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
  

 
 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。 

 
 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） 
  該当事項はありません。 

  

【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
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