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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 25,892 △7.9 1,183 19.6 1,283 19.2 713 13.8
21年3月期第1四半期 28,124 ― 989 ― 1,076 ― 627 ―

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 17.78 ―
21年3月期第1四半期 15.63 ―

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 133,044 116,120 87.3 2,894.02
21年3月期 135,306 116,636 86.2 2,906.87

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  116,120百万円 21年3月期  116,636百万円

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 ― 37.50 ― 37.50 75.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
37.50 ― 37.50 75.00

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  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 54,500 △4.7 2,900 18.5 3,100 18.2 1,700 14.8 42.37

通期 115,000 △2.5 7,100 22.1 7,400 20.6 4,200 9.5 104.67



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） 

(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21年5月13日に公表しました業績予想を修正しております。詳細につきましては本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
2.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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 42,188,240株 21年3月期  42,188,240株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,063,941株 21年3月期  2,063,679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 40,124,456株 21年3月期第1四半期 40,129,276株



当第１四半期におけるわが国経済は、景気停滞局面にあり、一部に持ち直しの兆しが現れている

ものの、設備投資や住宅投資の減少、雇用や所得環境の悪化など厳しい状況が続いております。 

住宅市場では、平成21年１月から５月までの新設住宅着工戸数が前年対比25.8％減と大幅な減少 

傾向にあり、当社グループを取り巻く事業環境は更に厳しさを増して推移しました。 

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、新設住宅着工 

戸数に影響を受けない非住宅市場やリフォーム市場などの深耕開拓、販路の拡大などによるきめ 

細かな営業活動を展開し、当第１四半期の連結業績は、売上高25,892百万円（前年同期比7.9％

減）、営業利益1,183百万円（同19.6％増）、経常利益1,283百万円（同19.2％増）、四半期純利益

713百万円（同13.8％増）となりました。 

（インテリア事業） 

インテリア事業では、名古屋本社のショールームを14年ぶりに全面リニューアルし、４月１日に

オープンいたしました。オリジナル商材約13,000点について、より見やすく選びやすいレイアウ

ト、展示に工夫を凝らすなど、お客様本位のショールームとして、商品提案力の強化を図っており

ます。 

これらの施策とともに、壁装材では、住宅、マンションをはじめ、ホテル、オフィスから医療

福祉施設など各種施設まで使用できる見本帳「ファイン１０００」を５月に改訂、発売。また、 

床材では、高耐久、イージーメンテナンスで、全点グリーン購入法に適合した各種施設用フロア

「オデオン ＰＵＲ」をお求めやすい新価格設定にして５月に発売しました。 

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22,332

百万円（前年同期比10.4％減）となりました。 

（エクステリア事業） 

エクステリア業界においても、新設住宅着工戸数の減少、企業間の競争の激化などを受け、厳し

い状況が続いております。このような中、株式会社サングリーンは、新規顧客の開拓など地道な営

業活動を積み重ねており、エクステリア事業における売上高は2,910百万円（前年同期比9.4％減）

となりました。 

（その他の事業） 

照明器具事業においては、インテリア、エクステリア事業同様厳しい状況の中、山田照明株式会

社は、住宅向け新商品を４月に発売。ＬＥＤ照明などに注力した結果、その他の事業における売上

高は648百万円となりました。 

  

当第１四半期末における総資産は、前期末に比べて2,261百万円減少し、133,044百万円となりま

した。主な減少要因は法人税等及び配当金の支払などであります。また純資産は116,120百万円と

なり自己資本比率は87.3％となりました。 

現金及び現金同等物は、前期末に比べ928百万円減少し、20,246百万円となりました。 

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは1,703百万円となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純利益を1,272百万円計上したことによる収入などを反映したものです。 

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは1,112百万円となりました。これは主に、定期預

金の預入による支出、固定資産の取得による支出などによるものです。 

財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは1,518百万円となりました。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



最近の業績の動向等を踏まえ、平成21年５月13日に公表しました平成22年３月期の第２四半期累

計期間及び通期の業績予想を修正しております。詳細につきましては本日公表の「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

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１四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。  

  

該当事項はありません。  

  

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



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 21,847 17,787

受取手形及び売掛金 37,111 40,520

有価証券 16,531 20,520

商品及び製品 8,931 7,931

原材料及び貯蔵品 1,463 1,069

その他 763 902

貸倒引当金 △491 △549

流動資産合計 86,158 88,182

固定資産   

有形固定資産   

土地 18,547 18,547

その他（純額） 10,112 10,414

有形固定資産合計 28,659 28,961

無形固定資産   

のれん 196 235

その他 818 874

無形固定資産合計 1,014 1,110

投資その他の資産   

投資有価証券 3,285 2,960

その他 14,402 14,743

貸倒引当金 △477 △652

投資その他の資産合計 17,211 17,051

固定資産合計 46,885 47,123

資産合計 133,044 135,306



（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 10,749 11,223

1年内返済予定の長期借入金 21 21

未払法人税等 324 1,117

賞与引当金 427 860

その他 1,905 2,007

流動負債合計 13,428 15,231

固定負債   

長期借入金 199 205

退職給付引当金 1,999 1,959

役員退職慰労引当金 77 75

長期未払金 952 952

その他 265 244

固定負債合計 3,494 3,437

負債合計 16,923 18,669

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 85,808 86,599

自己株式 △3,874 △3,874

株主資本合計 115,555 116,347

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 564 289

評価・換算差額等合計 564 289

純資産合計 116,120 116,636

負債純資産合計 133,044 135,306



（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 28,124 25,892

売上原価 20,884 18,263

売上総利益 7,239 7,628

販売費及び一般管理費 6,250 6,445

営業利益 989 1,183

営業外収益   

受取利息 34 31

受取配当金 26 25

不動産賃貸料 9 18

その他 21 35

営業外収益合計 92 111

営業外費用   

支払利息 0 2

不動産賃貸費用 3 3

為替差損 － 2

その他 1 3

営業外費用合計 5 11

経常利益 1,076 1,283

特別利益   

固定資産売却益 2 －

特別利益合計 2 －

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 3 9

投資有価証券評価損 0 －

投資有価証券売却損 － 0

特別損失合計 5 10

税金等調整前四半期純利益 1,073 1,272

法人税、住民税及び事業税 167 288

法人税等調整額 278 270

法人税等合計 446 558

四半期純利益 627 713



（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 1,073 1,272

減価償却費 344 358

のれん償却額 39 39

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11 △233

賞与引当金の増減額（△は減少） △431 △433

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,101 1

受取利息及び受取配当金 △61 △57

支払利息 0 2

売上債権の増減額（△は増加） 1,622 3,409

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,626 △1,393

仕入債務の増減額（△は減少） 62 △473

長期未払金の増減額（△は減少） 952 －

その他 △203 144

小計 683 2,636

利息及び配当金の受取額 47 57

利息の支払額 △0 △2

法人税等の支払額 △1,571 △988

営業活動によるキャッシュ・フロー △841 1,703

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 △1,051

有形固定資産の取得による支出 △450 △125

無形固定資産の取得による支出 △68 －

投資有価証券の取得による支出 △4,012 △4,023

投資有価証券の償還による収入 3,000 4,000

その他 △45 88

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,615 △1,112

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 △5 △5

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,505 △1,507

その他 － △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,511 △1,518

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,965 △928

現金及び現金同等物の期首残高 18,176 21,174

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,211 20,246



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）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 

  

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）及び当第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） 

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。   

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）及び当第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。   

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〕

  
インテリア
事業 
（百万円） 

エクステリ
ア事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高  24,912  3,212  28,124  －  28,124

営業利益  961  27  989  －  989

  
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  22,332  2,910  648  25,892  －  25,892

営業利益又は 
営業損失（△） 

 1,257  13  △88  1,183  －  1,183

〔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


	㈱サンゲツ（8130）平成22年３月期　第１四半期決算短信: ㈱サンゲツ（8130）平成22年３月期　第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -


