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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 17,308 ― △80 ― △127 ― △178 ―

20年12月期第2四半期 21,974 △4.7 △347 ― △404 ― △358 ―

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

21年12月期第2四半期 △10.87 ―

20年12月期第2四半期 △22.99 ―

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

21年12月期第2四半期 18,471 7,392 40.0 475.11
20年12月期 21,928 7,554 34.4 485.19

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  7,392百万円 20年12月期  7,549百万円

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

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

21年12月期 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 37,400 △12.9 440 79.0 290 116.8 230 △13.0 14.05
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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  無  

(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） 

(注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧下さい。 

(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 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） 21年12月期第2四半期 12,662,100株 20年12月期  12,662,100株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  352,113株 20年12月期  351,113株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第2四半期 12,310,631株 20年12月期第2四半期 12,327,560株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１ 上記の業績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いて掲載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想と
は大きく異なる結果になる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、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。 
２ 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適
用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気減速を背景とした企業収益の悪化

による設備投資の減少、雇用情勢の悪化が継続しており、個人消費も低調に推移いたしました。 

インテリア業界におきましても、重要な指標である新設住宅着工戸数は前年比マイナスを続けており、

第１四半期に引き続き先行きも低水準に推移するものと考えられます。 

この様な環境の下で、当社の売上高は前年同期比21.2%減の17,308百万円となりました。 

事業別の状況を見ますと、インテリア事業につきましては、主力の壁装材見本帳“ウォールデコ”、カ

ーテン見本帳“ファブリックデコ”他の見本帳を増冊し拡販に努めましたが、売上高は前年同期比12.7％

減の14,680百万円となりました。 

一方、オフィス事業につきましては、顧客企業への訪問頻度向上をはじめとして、より細やかな顧客サ

ービスを展開してまいりましたが、顧客企業の経営環境の悪化等の影響を受け、前年同期比49.0％減の

2,627百万円となりました。 

利益面では、インテリア事業において、前期実施した壁装材を中心とした商品価格改定の効果、および

今期における原価削減努力により売上原価率は改善され、全社での売上総利益は前年同期比7.5％減の

4,455百万円となりました。販売費及び一般管理費は、荷造運搬費、人件費、業務委託費をはじめ各費目

の圧縮に努めた結果、前年比12.2％減の4,535百万円となり、営業損失80百万円、経常損失127百万円、税

引前四半期純損失151百万円、四半期純損失178百万円となりました。 

なお、対前年同期比は適用される会計基準が異なるため、参考事項として記載しております。 

  

（資産、負債、純資産の状況に関する分析） 

当第２四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比、3,457百万円減の18,471百万円となりました。 

流動資産は前事業年度末比3,159百万円減の12,538百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛

金の減少（2,272百万円）、現金及び預金の減少（475百万円）によるものであります。固定資産は前事業

年度末比297百万円減の5,933百万円となりました。 

負債総額は前事業年度末比3,294百万円減の11,079百万円となりました。流動負債は前事業年度末比

4,014百万円減の9,670百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少（3,410百万円）、短

期借入金の減少（278百万円）によるものであります。固定負債は前事業年度末比719百万円増の1,408百

万円となりました。これは主に長期借入金の増加（738百万円）によるものであります。 

純資産は、前事業年度末比162百万円減の7,392百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少

（178百万円）によるものであります。 

  

平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年５月14日に開示いたしました「平成21年12月期第

１四半期決算短信（非連結）」の業績予想に変更はありません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務

諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によってお

りましたが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。 

これにより損益に与える影響はありません。 

  

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

(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

①四半期財務諸表に関する会計基準

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更
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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２四半期会計期間末 
(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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,353,706 2,828,886

受取手形及び売掛金 6,084,648 8,357,481

商品 2,283,322 2,381,234

その他 1,850,370 2,176,600

貸倒引当金 △34,007 △46,381

流動資産合計 12,538,040 15,697,822

固定資産   

有形固定資産 2,260,546 2,294,020

無形固定資産 86,978 98,046

投資その他の資産   

差入保証金 2,378,669 2,441,296

その他 1,570,469 1,763,645

貸倒引当金 △362,828 △365,931

投資その他の資産合計 3,586,309 3,839,010

固定資産合計 5,933,834 6,231,077

資産合計 18,471,875 21,928,899

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,089,857 11,500,551

短期借入金 470,900 749,231

1年内返済予定の長期借入金 377,712 108,740

未払法人税等 40,718 66,028

賞与引当金 70,325 59,080

その他 620,664 1,201,116

流動負債合計 9,670,178 13,684,747

固定負債   

長期借入金 888,772 150,260

退職給付引当金 437,126 452,431

その他 83,087 86,488

固定負債合計 1,408,986 689,180

負債合計 11,079,165 14,373,927
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,335,500 3,335,500

資本剰余金 3,617,764 3,617,843

利益剰余金 439,820 617,850

自己株式 △58,581 △58,557

株主資本合計 7,334,502 7,512,636

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58,207 37,335

評価・換算差額等合計 58,207 37,335

新株予約権 － 5,000

純資産合計 7,392,710 7,554,972

負債純資産合計 18,471,875 21,928,899
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 17,308,075

売上原価 12,852,827

売上総利益 4,455,248

販売費及び一般管理費 4,535,870

営業損失（△） △80,622

営業外収益  

受取利息 4,667

受取配当金 2,715

不動産賃貸料 15,228

その他 7,327

営業外収益合計 29,939

営業外費用  

支払利息 16,466

手形売却損 41,699

その他 18,307

営業外費用合計 76,474

経常損失（△） △127,156

特別利益  

貸倒引当金戻入額 11,459

特別利益合計 11,459

特別損失  

投資有価証券評価損 6,398

割増退職金 29,545

特別損失合計 35,943

税引前四半期純損失（△） △151,641

法人税、住民税及び事業税 26,389

法人税等調整額 －

法人税等合計 26,389

四半期純損失（△） △178,030
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 8,382,214

売上原価 6,094,910

売上総利益 2,287,303

販売費及び一般管理費 2,176,971

営業利益 110,332

営業外収益  

受取利息 2,092

受取配当金 1,984

不動産賃貸料 7,646

その他 2,640

営業外収益合計 14,363

営業外費用  

支払利息 10,295

手形売却損 19,215

その他 9,826

営業外費用合計 39,337

経常利益 85,358

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,898

特別利益合計 4,898

特別損失  

割増退職金 29,545

特別損失合計 29,545

税引前四半期純利益 60,711

法人税、住民税及び事業税 12,309

法人税等調整額 －

法人税等合計 12,309

四半期純利益 48,402
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１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  

税引前四半期純損失（△） △151,641

減価償却費 34,137

ソフトウエア償却費 12,957

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,476

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,245

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,304

受取利息及び受取配当金 △7,382

支払利息 16,466

割増退職金 29,545

売上債権の増減額（△は増加） 2,272,832

たな卸資産の増減額（△は増加） 97,777

前渡金の増減額（△は増加） 75,651

未収入金の増減額（△は増加） 122,276

長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額 
（△は増加）

245,483

破産更生債権等の増減額（△は増加） 3,144

仕入債務の増減額（△は減少） △3,410,693

未払金の増減額（△は減少） △299,915

未払消費税等の増減額（△は減少） △65,033

固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） △166,273

その他 27,249

小計 △1,182,953

利息及び配当金の受取額 8,926

利息の支払額 △20,256

割増退職金の支払額 △28,769

法人税等の支払額 △49,590

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,272,643

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 △1,044

無形固定資産の取得による支出 △1,890

投資有価証券の取得による支出 △3,881

投資有価証券の売却による収入 520

貸付金の回収による収入 9,750

差入保証金の差入による支出 △25,722

差入保証金の回収による収入 88,349

保険積立金の積立による支出 △2,948

保険積立金の解約による収入 77,357

その他 △2,767

投資活動によるキャッシュ・フロー 137,722
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（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１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  

短期借入れによる収入 440,000

短期借入金の返済による支出 △718,331

長期借入れによる収入 1,150,000

長期借入金の返済による支出 △142,516

社債の償還による支出 △60,000

長期未払金の返済による支出 △4,292

自己株式の取得による支出 △174

新株予約権の買入消却による支出 △5,000

その他 53

財務活動によるキャッシュ・フロー 659,739

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △475,180

現金及び現金同等物の期首残高 2,828,886

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,353,706
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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) 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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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目
前第２四半期累計期間
自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日

売上高 21,974,907

売上原価 17,157,103

売上総利益 4,817,804

販売費及び一般管理費 5,165,748

営業利益（△損失） △ 347,944

営業外収益 55,506

営業外費用 111,751

経常利益（△損失） △ 404,189

特別利益 111,423

特別損失 41,143

税引前四半期純利益（△損失） △ 333,908

法人税、住民税及び事業税 25,400

法人税等調整額 （貸方）1,147

四半期純利益（△損失） △358,160
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(2)（要約）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分
前第２四半期累計期間 
自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー
 １ 税引前四半期純損失（△） △333,908

 ２ 減価償却費 51,177

 ３ 減損損失 33,825

 ４ ソフトウェア償却費 16,649

 ５ 貸倒引当金の増加額 35,796

 ６ 賞与引当金の増加額 41,200

 ７ 退職給付引当金の減少額 △128,910

 ８ 受取利息及び配当金 △8,511

 ９ 支払利息 23,100

 10 事業所移転費用 7,318

 11 投資有価証券売却益 △111,423

 12 売上債権の減少額 985,215

 13 棚卸資産の減少額 141,331

 14 未収入金の増加額 △228,848

 15 長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増加額 △119,120

 16 仕入債務の減少額 △842,841

 17 未払金の増加額 403,432

 18 未払消費税等の減少額 △103,127

 19 固定資産購入等支払手形の減少額 △168,774
 20 その他 △21,856

 小 計 △328,277
 １ 利息及び配当金の受取額 10,050

 ２ 利息の支払額 △28,484

 ３ 割増退職金の支払額 △101,437

 ４ 事業所移転による支払額 △7,318
 ５ 法人税等の支払額 △54,721

 営業活動によるキャッシュ・フロー △510,188

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー
 １ 有形固定資産の取得による支出 △21,101

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △12,298

 ３ 投資有価証券の売却による収入 142,802

 ４ 貸付による支出 △50,000

 ５ 貸付金の回収による収入 6,600

 ６ 保証金の差入による支出 △4,499

 ７ 保証金の回収による収入 114,415

 ８ 保険積立金のための支出 △4,569

 ９ 保険積立金の解約等による収入 117,673
 10 その他 4,674

 投資活動によるキャッシュ・フロー 293,696

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 950,000
 ２ 短期借入金の返済による支出 △691,665

 ３ 長期借入れによる収入 100,000

 ４ 長期借入金の返済による支出 △180,160

 ５ 社債償還による支出 △60,000
 ６ その他 △4,555

 財務活動によるキャッシュ・フロー 113,619

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △102,871

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 2,812,201
Ⅶ．現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 2,709,329
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