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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,881 △24.6 474 63.7 162 △35.4 326 △48.4
21年3月期第1四半期 2,496 ― 289 ― 251 ― 633 ―

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 17.50 ―
21年3月期第1四半期 33.94 ―

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 40,570 36,333 89.6 1,945.87
21年3月期 42,627 36,080 84.6 1,932.34

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  36,333百万円 21年3月期  36,080百万円

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 7.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 7.50 7.50

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

4,925 △1.3 1,074 67.4 522 △10.4 770 21.9 41.24

通期 10,500 △2.7 2,273 39.2 1,374 △16.8 1,516 77.2 81.19
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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.その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 18,700,000株 21年3月期  18,700,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  28,179株 21年3月期  28,148株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 18,671,844株 21年3月期第1四半期 18,675,390株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記の予想は本資料作成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、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については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３.業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】

1.経営成績に関する定性的情報

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年来よりの世界的金融危機による景気悪化が尾を引き、

輸出入の減少、低額商品への消費動向等もあり、企業収益は一段と悪化し、設備投資、個人消費、雇用情

勢等全てにおいて厳しい状況が続いております。

当家具・インテリア業界におきましては、この景況をまともに受けて需要が一層低迷しました。

この結果、売上高は、1,881,549千円（前年同四半期の75.4％）となりました。部門別に見ますと、業務用

家具は、490,465千円（前年同四半期の62.3％)､リビング用家具は、190,257千円(前年同四半期の45.4％)、

インテリア商品は、87,056千円(前年同四半期の76.2％）、育児・学童家具は、83,704千円（前年同四半期

（前年同四半期の47.9％）となり、家具商品部門全てにおいて、大幅に減少致しました。

また、不動産賃貸部門は、新規稼働物件が寄与し、865,805千円(前年同四半期の111.5％）となり、売上高

の下支えをしている状態であります。

一方利益面におきましては、売上高が大幅に減少するなかで、売上構成が変化したことにより、営業利益は、

474,453千円(前年同四半期の163.7％）となり、経常利益は、為替差損の計上等により、162,221千円（前年同

四半期の64.6％）となり、四半期純利益は、特別利益のオプション評価益が減少したことにより、326,802千円

（前年同四半期の51.6％）となりました。

2.財政状態に関する定性的情報

（資産）

流動資産は、前事業年度末に比べて、25.0％減少し、3,976,355千円となりました。これは主に、売上債権

が減少したことによるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べて、2.0％減少し、36,594,107千円となりました。これは主に、差入保証金

が減少したことによるものであります。

（負債）

流動負債は、前事業年度末に比べて、47.5％減少し、2,364,086千円となりました。これは主に、仕入債務

及び短期借入金が減少したことによるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べて、8.2％減少し、1,873,358千円となりました。これは主に、長期の通貨

オプション負債の計上がなくなったことによるものであります。

（純資産）

純資産合計は、前事業年度末に比べて、0.7％増加し、36,333,018千円となりました。これは主に、利益剰余

金が増加したことによるものであります。

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期会計期間末に比べ549,955千円

増加し943,739千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、434,571千円の収入となりました。これは主に、売上債権の減少による

収入の増加が354,680千円あった一方で、税引前四半期純利益の減少515,707千円及び法人税等の支払額

の増加が941,085千円あったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,079,077千円の収入となりました。これは主に、定期預金の払戻による

収入1,000,000千円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,110,157千円の支出となりました。これは主に、短期借入金の返済によ

るものであります。

3.業績予想に関する定性的情報

平成22年3月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、前回(平成21年5月20日発表「平成

21年3月期決算短信（非連結）」に記載しております）の業績予想から変更はありません。

の59.8％）、オフィス家具は、97,580千円(前年同四半期の81.5％）、プラスチック成型品は、66,679千円
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4.その他

（1）　簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

卸棚資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関して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。

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、事業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。

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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ので、前事業年度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）　四半期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

該当事項はありません。

　

　

　

③

①

②
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5.【四半期財務諸表】 
 (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,287,355 1,850,894

受取手形 811,736 1,157,370

売掛金 471,379 784,990

商品 1,107,190 1,160,521

その他 306,857 435,990

貸倒引当金 △8,164 △88,665

流動資産合計 3,976,355 5,301,102

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 10,395,416 10,600,423

土地 22,013,661 22,013,661

その他（純額） 378,884 384,097

有形固定資産合計 32,787,962 32,998,183

無形固定資産 122,329 124,415

投資その他の資産   

投資有価証券 656,577 545,456

長期貸付金 2,283,936 2,406,936

差入保証金 500,000 1,000,000

その他 402,226 522,365

貸倒引当金 △158,926 △271,345

投資その他の資産合計 3,683,814 4,203,413

固定資産合計 36,594,107 37,326,012

資産合計 40,570,462 42,627,115

負債の部   

流動負債   

支払手形 366,851 416,181

買掛金 324,989 428,356

短期借入金 － 970,000

未払法人税等 125,382 962,240

賞与引当金 23,896 12,726

通貨オプション負債 1,090,065 1,204,414

その他 432,901 512,815

流動負債合計 2,364,086 4,506,733

固定負債   

退職給付引当金 262,240 257,927

長期預り敷金 1,611,117 1,636,924

その他 － 145,157

固定負債合計 1,873,358 2,040,009

負債合計 4,237,444 6,546,742
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,887,500 3,887,500

資本剰余金 4,947,500 4,947,500

利益剰余金 27,374,618 27,187,854

自己株式 △17,139 △17,126

株主資本合計 36,192,479 36,005,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 140,538 74,643

評価・換算差額等合計 140,538 74,643

純資産合計 36,333,018 36,080,372

負債純資産合計 40,570,462 42,627,115
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 2,496,227 1,881,549

売上原価 1,898,159 1,202,778

売上総利益 598,067 678,771

販売費及び一般管理費 308,265 204,317

営業利益 289,801 474,453

営業外収益   

受取利息 8,108 7,053

受取配当金 11,358 6,191

受取オプション料 16,590 72,000

その他 2,466 372

営業外収益合計 38,523 85,617

営業外費用   

支払利息 1,753 998

為替差損 28,950 324,772

貸倒引当金繰入額 27,697 －

支払オプション料 16,590 72,000

商品廃棄損 － 16

その他 2,315 62

営業外費用合計 77,306 397,849

経常利益 251,018 162,221

特別利益   

固定資産売却益 5,679 －

オプション評価益 812,258 199,559

貸倒引当金戻入額 － 192,920

特別利益合計 817,937 392,479

特別損失   

固定資産売却損 － 85

固定資産除却損 1,761 3,129

特別損失合計 1,761 3,214

税引前四半期純利益 1,067,194 551,486

法人税、住民税及び事業税 425,651 119,607

法人税等調整額 7,737 105,076

法人税等合計 433,389 224,683

四半期純利益 633,804 326,802
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 1,067,194 551,486

減価償却費 286,855 224,043

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,393 11,170

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,070 △192,920

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,017 4,313

受取利息及び受取配当金 △19,466 △13,244

支払利息 1,753 998

為替差損益（△は益） 6,923 30

オプション評価損益（△は益） △812,258 △199,559

有形固定資産除却損 1,761 3,129

有形固定資産売却損益（△は益） △5,679 85

売上債権の増減額（△は増加） 304,564 659,244

たな卸資産の増減額（△は増加） △71,632 53,331

差入保証金の増減額（△は増加） 840,000 500,000

仕入債務の増減額（△は減少） △178,493 △152,696

長期預り敷金の増減額（△は減少） △26,569 △25,807

その他 54,724 △60,138

小計 1,551,158 1,363,467

利息及び配当金の受取額 17,843 13,316

利息の支払額 △665 △311

法人税等の支払額 △815 △941,900

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,567,519 434,571

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 △30,000 △33,000

定期預金の払戻による収入 － 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △31,831 △8,566

無形固定資産の取得による支出 － △2,400

有形固定資産の売却による収入 15,547 44

貸付けによる支出 △908,500 △9,000

貸付金の回収による収入 352,000 132,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △602,783 1,079,077

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） △700,000 △970,000

自己株式の取得による支出 － △12

配当金の支払額 △140,271 △140,144

財務活動によるキャッシュ・フロー △840,271 △1,110,157

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,923 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 117,541 403,460

現金及び現金同等物の期首残高 276,202 540,278

現金及び現金同等物の四半期末残高 393,743 943,739
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継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

　

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。

その他の情報

部門別売上高

％ ％

787,431 490,465

419,185 190,257

114,198 87,056

140,081 83,704

119,783 97,580

139,080 66,679

776,467 865,805

　

小          計 1,719,759 68.9

不 動 産 賃 貸 収 入 31.1

合          計 2,496,227   100.0

育 児 ･ 学 童 家 具 5.6

オ フ ィ ス 家 具 4.8

プラスチック成型品 5.6

業 務 用 家 具 31.5

リ ビ ン グ 用 家 具 16.8

イ ン テ リ ア 商 品 4.6

（5）

（4）

6.

 

金額 構成比

4.6

4.5

5.2

（単位：千円）

金額 構成比

26.1

1,881,549   100.0

部門別
前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間

3.5

1,015,743 54.0

46.0

10.1
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