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当第１四半期連結会計期間において、内外主要国の需要の落ち込みで生産活動が低水準に推移し、雇用
情勢も急激に悪化する等、厳しい経営環境下に置かれましたが、昨今では、経済対策効果、在庫調整及び
対外経済環境の改善等により、景気の持ち直しに期待が掛かります。しかしながら、一方では、世界的金
融危機の影響や世界景気の下振れ懸念も依然として残るため、当面は不透明かつ予断を許さない状況が続
くものと思われます。 
このような状況のもと、当社企業グループにおきましては、平成20年８月に発刊した総合カタログ「Ｃ

ＲＥＳ（クレス）ＶＯＬ．１３」の市場への浸透を図るために積極的にＰＲ活動と販売活動に取り組み、
顧客満足の向上に努めました。また、高級・ハイエンド市場をターゲットにした「ａｒｔｉ（アルテ
ィ）」ブランドについては、専用のショールーム（東京・麻布）を活用し、製品紹介や品質・デザイン性
の高さをＰＲすると共に、グレードの高い提案活動に取り組んで参りました。 
当第１四半期連結会計期間における売上高は1,423百万円（前年同期比23.3％減）と前年同期に比べ432

百万円の減収となりました。また、利益面は大幅な売上減に伴う影響が大きく、営業損失は21百万円（前
年同期は38百万円の営業利益）、経常損失は35百万円（前年同期は52百万円の経常利益）、四半期純損失
は38百万円（前年同期は7百万円の四半期純利益）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日現在）における当社企業グループの財政状態は、総資
産が7,371百万円となり、前連結会計年度末に比べ280百万円減少しました。これは主として受取手形及び
売掛金が265百万円減少する等、流動資産が254百万円減少したことによるものであります。負債につきま
しては、3,374百万円となり、前連結会計年度末に比べ244百万円減少しました。これは主として支払手形
及び買掛金が139百万円減少する等、流動負債が183百万円減少したことによるものであります。また、純
資産は3,996百万円となりました。 
 この結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は、平成21年３月期より1.5ポイント増
加し、54.2％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、平成21年５月14日に公表しました「平成21年3月期 決算
短信」に記載のとおりであり、当該業績予想の修正はありません。 

  
  

該当する事項はありません。 
  

①棚卸資産の評価方法 
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。 
 また、棚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。 
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。 
  

該当する事項はありません。 
  

・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

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：千円）

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 709,084 615,861

受取手形及び売掛金 2,253,465 2,518,900

商品及び製品 93,526 80,205

仕掛品 5,734 5,920

原材料及び貯蔵品 960,064 1,029,102

その他 178,415 204,748

貸倒引当金 △83 △145

流動資産合計 4,200,207 4,454,593

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 958,967 975,167

土地 1,020,296 1,020,296

その他（純額） 87,392 93,673

有形固定資産合計 2,066,656 2,089,136

無形固定資産 8,410 8,784

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 806,273 808,435

その他 339,905 328,492

貸倒引当金 △50,004 △37,962

投資その他の資産合計 1,096,174 1,098,965

固定資産合計 3,171,242 3,196,886

資産合計 7,371,449 7,651,480

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,201,119 1,340,717

短期借入金 710,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 234,981 250,480

未払法人税等 4,925 4,422

賞与引当金 300 7,526

その他 241,451 273,429

流動負債合計 2,392,777 2,576,575

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 210,406 260,772

退職給付引当金 88,343 93,200

役員退職慰労引当金 70,100 76,000

その他 13,007 12,241

固定負債合計 981,856 1,042,214

負債合計 3,374,633 3,618,789
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 391,666 391,666

資本剰余金 374,686 374,686

利益剰余金 3,228,406 3,267,386

自己株式 △4,556 △4,556

株主資本合計 3,990,201 4,029,181

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,614 3,509

評価・換算差額等合計 6,614 3,509

純資産合計 3,996,815 4,032,691

負債純資産合計 7,371,449 7,651,480
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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：千円）

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 1,855,541 1,423,012

売上原価 1,380,159 1,087,586

売上総利益 475,382 335,426

販売費及び一般管理費 436,408 356,715

営業利益又は営業損失（△） 38,973 △21,289

営業外収益   

受取利息 143 90

受取配当金 1,373 1,326

受取賃貸料 9,782 9,802

通貨スワップ収益 13,799 －

その他 657 2,638

営業外収益合計 25,756 13,857

営業外費用   

支払利息 5,495 5,309

売上割引 2,576 2,427

貸倒引当金繰入額 － 11,825

その他 4,045 8,038

営業外費用合計 12,117 27,602

経常利益又は経常損失（△） 52,612 △35,033

特別利益   

固定資産売却益 － 87

貸倒引当金戻入額 － 3

役員賞与引当金戻入額 311 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 20

特別利益合計 311 110

特別損失   

固定資産売却損 137 －

投資有価証券評価損 1,708 －

特別損失合計 1,846 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

51,076 △34,922

法人税、住民税及び事業税 51,213 4,159

法人税等調整額 △8,089 △102

法人税等合計 43,123 4,057

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,953 △38,980
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

51,076 △34,922

減価償却費 34,120 27,441

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 11,980

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,740 △4,857

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △5,900

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,746 △7,226

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,750 －

受取利息及び受取配当金 △1,517 △1,416

通貨スワップ損失（△は益） △13,799 3,651

支払利息 5,495 5,309

為替差損益（△は益） 47 1,105

有形固定資産売却損益（△は益） 137 △87

投資有価証券評価損益（△は益） 1,708 －

売上債権の増減額（△は増加） 179,650 265,585

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,169 55,903

前払費用の増減額（△は増加） △16,478 3,013

仕入債務の増減額（△は減少） △70,373 △127,860

未払費用の増減額（△は減少） △105,558 △54,014

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,480 17,966

その他 3,572 7,923

小計 76,533 163,595

利息及び配当金の受取額 1,517 1,423

利息の支払額 △4,105 △3,791

法人税等の支払額 △110,678 △4,120

営業活動によるキャッシュ・フロー △36,732 157,106

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 △9,449 △9,474

定期預金の払戻による収入 9,426 9,451

有形固定資産の取得による支出 △27,899 △2,521

有形固定資産の売却による収入 126 190

投資有価証券の取得による支出 △563 △493

貸付金の回収による収入 555 185

その他 △4,031 △5,190

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,835 △7,853
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（単位：千円）

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   

短期借入金の純増減額（△は減少） 149,400 10,000

長期借入金の返済による支出 △65,013 △65,865

リース債務の返済による支出 － △188

自己株式の取得による支出 △206 －

配当金の支払額 △19,815 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 64,365 △56,053

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,251 93,199

現金及び現金同等物の期首残高 722,861 578,355

現金及び現金同等物の四半期末残高 718,610 671,555
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該当する事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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１ 事業の種類別セグメント情報 
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） 
当社企業グループは業務用家具の製造販売業を営んでおり、単一セグメントであるため、事業

の種類別セグメント情報は記載しておりません。 
  

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） 
当社企業グループは業務用家具の製造販売業を営んでおり、単一セグメントであるため、事業

の種類別セグメント情報は記載しておりません。 
  
２ 所在地別セグメント情報 

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） 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当する事項はありま

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） 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当する事項はありま

せん。 
  
３ 海外売上高 

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） 
海外売上高がないため、該当する事項はありません。 

  
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） 
海外売上高がないため、該当する事項はありません。 

  

(5) セグメント情報
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該当する事項はありません。 

  

(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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