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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 52,578 △8.1 2,612 6.7 2,813 7.3 1,455 △1.7
21年3月期第2四半期 57,184 ― 2,447 ― 2,622 ― 1,480 ―

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2四半期 36.27 ―
21年3月期第2四半期 36.89 ―

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2四半期 134,133 116,770 87.1 2,910.23
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2四半期  116,770百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 37.50
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 112,000 △5.0 6,600 13.5 6,900 12.4 3,700 △3.6 92.21



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7月31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2四半期 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2四半期  2,064,168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2四半期 40,124,325株 21年3月期第2四半期 40,128,699株



当第２四半期累計期間の経済環境は、金融緩和策や景気刺激策により底打ちから回復基調に移り

つつも、依然として設備投資や住宅投資の減少、雇用や所得環境の更なる悪化などにより厳しい状

況が続いております。住宅市場では、新設住宅着工戸数の大幅な減少が続き、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２四半期累計期間の連結業績は、売上高52,578百万円（前年同期比

8.1％減）、営業利益2,612百万円（同6.7％増）、経常利益2,813百万円（同7.3％増）、四半期純

利益1,455百万円（同1.7％減）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４月に全面リニューアルオープンし、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して商品提案力の強化を図り、また商品開発で

は、個性化、高度化、低価格化の市場傾向に沿って、ニーズにマッチしたデザインや安定した品質

に加えて適切な仕様変更によって価格を抑えるなど、お客様本位の施策を実施しております。 

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月に改訂して発売。また、床材では、オフィスや商業

施設をはじめ、文教施設、医療福祉施設など幅広い用途に対応するカーペットタイルの新作を収録

した見本帳「ＤＴ」と「ＮＴ」を７月に発行。「ＤＴ」では高級感あるデザイン性の高い商品を、

「ＮＴ」ではプレーンからグラフィックまで現場予算に応じて対応できるベーシックな商品を収録

し、継続商品について価格の見直しを行い、お求めやすい新価格設定としました。８月には「フロ

アタイル」の見本帳を発行し、主として商業施設等の非住宅用途で好評を博しております。 

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45,659

百万円（前年同期比8.6％減）となりました。 

（エクステリア事業） 

エクステリア業界でも、新設住宅低迷、企業間の競争激化などを受け、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ま

したが、エクステリア事業における売上高は5,604百万円（前年同期比11.1％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、ＬＥＤ照明器具に焦点を当てたカタログを８月に発行、その拡販に注力するなどした結果、

その他の事業における売上高は1,314百万円となりました。 

   

当第２四半期末における総資産は、前期末に比べて1,172百万円減少し、134,133百万円となりま

した。主な減少要因は売上減少及び季節変動による売上債権、仕入債務の減少などであります。ま

た純資産は116,770百万円となり自己資本比率は87.1％となりました。 

現金及び現金同等物は、前期末に比べ2,083百万円増加し、23,258百万円となりました。 

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは6,554百万円となりました。これは主に、売上債

権の減少額5,965百万円、税金等調整前四半期純利益を2,742百万円計上したことによる収入などを

反映したものです。 

【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



投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは2,945百万円となりました。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1,524百万円となりました。これは主に、配当金

の支払によるものです。   

  

最近の業績の動向等を踏まえ、平成21年７月31日に公表しました平成22年３月期の通期の業績予

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２四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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 25,419 17,787

受取手形及び売掛金 34,555 40,520

有価証券 16,542 20,520

商品及び製品 8,394 7,931

原材料及び貯蔵品 1,305 1,069

その他 812 902

貸倒引当金 △536 △549

流動資産合計 86,493 88,182

固定資産   

有形固定資産   

土地 19,711 18,547

その他（純額） 9,800 10,414

有形固定資産合計 29,512 28,961

無形固定資産   

のれん 157 235

その他 837 874

無形固定資産合計 994 1,110

投資その他の資産   

投資有価証券 3,178 2,960

その他 14,396 14,743

貸倒引当金 △442 △652

投資その他の資産合計 17,133 17,051

固定資産合計 47,640 47,123

資産合計 134,133 135,306



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 9,889 11,223

1年内返済予定の長期借入金 21 21

未払法人税等 1,343 1,117

賞与引当金 842 860

その他 1,727 2,007

流動負債合計 13,823 15,231

固定負債   

長期借入金 194 205

退職給付引当金 2,032 1,959

役員退職慰労引当金 78 75

長期未払金 952 952

その他 280 244

固定負債合計 3,539 3,437

負債合計 17,363 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 86,550 86,599

自己株式 △3,875 △3,874

株主資本合計 116,297 116,347

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 472 289

評価・換算差額等合計 472 289

純資産合計 116,770 116,636

負債純資産合計 134,133 135,306



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 57,184 52,578

売上原価 41,942 36,963

売上総利益 15,242 15,615

販売費及び一般管理費 12,794 13,002

営業利益 2,447 2,612

営業外収益   

受取利息 84 60

受取配当金 28 26

不動産賃貸料 19 48

その他 64 83

営業外収益合計 196 219

営業外費用   

支払利息 1 3

不動産賃貸費用 6 6

為替差損 11 3

その他 1 5

営業外費用合計 21 18

経常利益 2,622 2,813

特別利益   

固定資産売却益 6 0

投資有価証券売却益 13 0

特別利益合計 20 0

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 5 12

投資有価証券評価損 1 57

抱合せ株式消滅差損 37 －

その他 0 0

特別損失合計 46 71

税金等調整前四半期純利益 2,596 2,742

法人税、住民税及び事業税 1,100 1,277

法人税等調整額 18 9

法人税等合計 1,118 1,287

少数株主損失（△） △3 －

四半期純利益 1,480 1,455



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 2,596 2,742

減価償却費 719 718

のれん償却額 88 78

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 37 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △130 △223

賞与引当金の増減額（△は減少） △12 △18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,099 2

受取利息及び受取配当金 △112 △86

支払利息 1 3

売上債権の増減額（△は増加） 3,950 5,965

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,165 △698

仕入債務の増減額（△は減少） △1,011 △1,334

長期未払金の増減額（△は減少） 952 －

その他 △355 284

小計 4,459 7,434

利息及び配当金の受取額 108 114

利息の支払額 △1 △2

法人税等の支払額 △1,577 △992

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,988 6,554

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 △1,087 △3,611

定期預金の払戻による収入 1,001 1,061

有価証券の償還による収入 2,000 －

有形固定資産の取得による支出 △513 △1,252

無形固定資産の取得による支出 △146 △23

投資有価証券の取得による支出 △9,031 △8,051

投資有価証券の売却による収入 3,042 0

投資有価証券の償還による収入 6,000 9,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△174 －

その他 △43 △69

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,046 △2,945

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 △10 △10

自己株式の取得による支出 △4 △1

配当金の支払額 △1,503 △1,505

その他 － △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,519 △1,524

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,514 2,083

現金及び現金同等物の期首残高 18,176 21,174

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 191 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,882 23,258



該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）   

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

 なお、平成20年７月に、照明器具事業を営む山田照明株式会社を第三者割当増資の引

受により、当社の子会社としており、照明器具事業を「その他の事業」として事業区分

に追加しております。  

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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四

半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四

半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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） 

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  49,931  6,302  950  57,184  －  57,184

営業利益又は 
営業損失（△） 

 2,448  67  △80  2,434  12  2,447

  
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  45,659  5,604  1,314  52,578  －  52,578

営業利益又は 
営業損失（△） 

 2,757  25  △175  2,607  5  2,612

〔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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