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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 24,903 △10.0 425 495.0 365 ― 198 ―
21年3月期第2四半期 27,696 ― 71 ― 9 ― △253 ―

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 0.87 ―
21年3月期第2四半期 △1.10 ―

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 59,853 37,810 63.1 165.89
21年3月期 59,984 37,740 62.9 165.58

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  37,810百万円 21年3月期  37,740百万円

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  
  当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。（「業績予想の適切な利
用に関する説明、その他特記事項」欄をご参照下さい。） 

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 ― 2.50 ― 1.25 3.75
22年3月期 ― 1.25
22年3月期 

（予想）
― ― ―

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  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 52,600 △2.9 1,250 ― 1,100 ― 350 ― 1.53



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）  有  

（注） 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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、５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） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が発表日現在に於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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。尚、上記予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関
する定性的情報をご覧下さい。 
２．平成22年３月期の期末配当予想につきましては、事業環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とさせていただきます。今後の業績等を
総合的に勘案いたしました上で、可能な限り早期に開示する予定であります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名
フランスベッドメディカルサービス株
式会社

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 239,487,500株 21年3月期  239,487,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  11,571,638株 21年3月期  11,566,494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 227,917,536株 21年3月期第2四半期 229,442,877株



 当第２四半期連結累計期間（以下「当期」という）におけるわが国経済は、昨年秋から続いた米国に端を発した金

融危機に伴う景気の低迷が一部では回復の兆しが見られるものの、雇用や所得環境の悪化は依然として改善しておら

ず、消費者の節約志向や選別志向などが強く国内の消費は弱含みで推移しております。 

 このような経済環境の中、連結子会社のフランスベッド株式会社は、平成21年４月１日をもって連結子会社であっ

たフランスベッドメディカルサービス株式会社と合併をしており、当期においては、一層の合併効果を発揮すべく、

将来性の見込まれる介護福祉用具事業へ経営資源を集中し、売上拡大と収益力の強化を図る一方、依然として市場環

境の厳しい家具インテリア健康事業には、有効的な費用投下と効率的な業務体制の構築を進めることで業績低迷に見

合う収益の確保に努めてまいりました。また、それぞれの事業における商品や販売ノウハウを共有化することによる

新たな事業の拡販も強化してまいりました。 

 以上の結果、当期の連結経営成績は、売上高は24,903百万円（前年同四半期比10.0％減）と前年同四半期を下回る

ものの、グループ全体の収益改善施策の実施により、組織の簡素化や経費の圧縮等が進み、営業利益は425百万円

（前年同四半期比495.0％増）、経常利益は365百万円（前年同四半期は経常利益９百万円）と減収増益となりまし

た。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（家具インテリア健康事業） 

 家具インテリア健康事業の経済環境は、景気動向指数は上向いているものの依然として低い水準であり、当部門

の業績に大きく影響する新築住宅着工件数については、一旦下げ止まったかに見えましたが昨年末より再度減少に

転じ、特に４月以降毎月前年比３割程度の減少が続いているため、第３四半期以降においても引き続き厳しい市場

環境となることが予測されます。拠って、当期は収益の改善に注力し、介護福祉用具事業への人員のシフトや営業

拠点の統廃合、販売促進策や生産体制の見直しによる外部流出費用の圧縮等を行うことで大幅な経費削減の実現に

努めてまいりました。 

 売上対策といたしましては、消費者ニーズに対応できる新たな商品アイテムの開発や既存商品群に対する低価格

帯の追加投入の推進を進めると共に、縮小する家具専門店などの既存市場を補うべく、家電小売店・通販・ホーム

センター・地方ホテルなどの異業種を中心とした新販路開拓・掘り起こしを進めてまいりました。 

 また、商品においては、現在好調に推移している「ライフトリートメントマットレスシリーズ」の更なる拡販と

「システムファルド」を中心とした機能ベッドを「安心・安全・日本製」を前面に打ち出し、フランスベッド創立

60周年に絡め強力に促進することで利益確保に努めてまいりました。 

 更に、当期は合併効果を生かした新事業創出として取り組んできた「家具レンタル」や「マンションデベロッパ

ー向け家具販売」のシステムが確立したことから、今後全国にて本格的な展開を開始いたします。 

 以上の結果、家具インテリア健康事業の売上高は10,937百万円（前年同四半期比20.0％減）と前年同四半期を大

きく下回り、収益改善施策の実施により経費削減に努めましたが、営業損失629百万円（前年同四半期は営業損失

581百万円）となりました。 

（介護福祉用具事業） 

 介護福祉用具事業においては、手すりの挟み込み等のリスク軽減、安全性の向上を目的とした新ＪＩＳ規格の認

証を取得の「特殊寝台」の取り扱いを本年６月から開始し、各営業拠点での介護支援専門員や代理店を対象とした

研修会、商品説明会の開催を通して、レンタル取引と販売取引の拡大に注力いたしました。また、「車いす」、

「手すり」及び「スロープ」等の移動関連用具のレンタル売上は前年度に引き続き順調に推移いたしました。 

 他方、施設等の法人向けの商品販売、個人に対する住宅改修においては、前年度第３四半期後半に顕著となった

設備投資見直しや支出抑制の影響による大型案件取引の減少傾向が続く中、商品販売においては合併に伴うメーカ

ー機能部門との連携による「特殊寝台」取引の拡大に傾注いたしました。 

 なお、大都市圏における営業及び物流拠点の充実によるサービスの向上を目指し、近年、東京都練馬区、港区六

本木、愛知県名古屋市、兵庫県西宮市にて営業所を新設、また、兵庫県西宮市に阪神サービスセンターを新設する

とともに千葉県千葉市のサービスセンターの建替えを行いました。 

 また、営業及び納品担当者の福祉用具プランナー資格の取得、モニタリング力の向上等研修を実施し、従業員の

資質の向上を通したサービスの質の向上にも引続き努めてまいりました。 

 以上の結果、介護福祉用具事業の業績は新ＪＩＳ規格認証の「特殊寝台」の販売及びその他を含むレンタル売上

が順調に推移したことから、売上高は11,735百万円（前年同四半期比3.7％増）、営業利益は1,003百万円（前年同

四半期比71.2％増）となりました。 

（不動産賃貸事業） 

 当社グループでは、グループ各社が保有する不動産を各社の事業展開に応じて利用しておりますが、一部の不動

産につきましては外部に賃貸を行っており、この外部顧客に対する売上高は71百万円（前年同四半期比5.7％減）

となりました。また、営業利益につきましては、セグメント間の内部売上高に対する利益も含めまして59百万円
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（前年同四半期比53.3％減）となりました。 

（その他事業） 

 戸別訪問販売事業においては、景気の低迷に加え、特定商取引法・割賦販売法の改正に伴う規制の影響もあり中

高級品の消費が大きく減少し、前年同四半期に比べ大幅に減収となりましたが、経費等の削減により損失の縮小に

努めてまいりました。また、日用品雑貨販売事業においても、店舗のスクラップ・アンド・ビルドの継続により、

不採算店舗の撤退等の採算の改善に努めてまいりました。 

 以上の結果、その他事業の売上高は2,158百万円（前年同四半期比17.5％減）、営業損失は59百万円（前年同四

半期は営業損失121百万円）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）と比較して131百万

円減少し59,853百万円となりました。流動資産は前期末と比較して262百万円増加し32,528百万円となりまし

た。主な増減として、増加については現金及び預金2,045百万円などであり、減少については受取手形及び売掛

金1,066百万円、たな卸資産511百万円などであります。固定資産は前期末と比較して389百万円減少し27,306百

万円となりました。主な増減として、増加については有形及び無形固定資産の取得などによるものであり、減少

については１年基準（ワンイヤールール）適用となる定期預金の流動資産への振替などによるものであります。

 負債は、前期末と比較して200百万円減少し22,043百万円となりました。主な増減として増加については、支

払手形及び買掛金310百万円、減少については、未払法人税等245百万円、流動負債のその他の引当金（部品交換

損失引当金等）222百万円などであります。 

 純資産は、前期末と比較して69百万円増加し、37,810百万円となりました。主な増減として、増加については

当期純利益198百万円や保有有価証券の時価上昇によるその他有価証券評価差額金183百万円などであり、減少に

ついては剰余金の配当284百万などによるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は、前期末の62.9％から63.1％に増加いたしました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物残高が前連結会計年度末と比

較して1,140百万円増加し11,282百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、2,731百万円の収入（前年同四半期は1,375百万円の収入）となりま

した。主な要因は、その他の引当金の減少222百万円及び法人税等の支払額218百万円などの支出に対し、税金

等調整前四半期純利益437百万円、非資金項目である減価償却費1,250百万円などの計上、及び売上債権の減少

1,066百万円、たな卸資産の減少517百万円などの収入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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、1,663百万円の支出（前年同四半期は1,711百万円の支出）となりま

した。主な要因は、有形固定資産の取得1,796百万円、無形固定資産の取得197百万円などの支出に対し、定期

預金の払戻による収入312百万円など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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、74百万円の収入（前年同四半期は44百万円の支出）となりました。

主な要因は、リース債務の返済304百万円、配当金の支払額283百万円などの支出に対し、セール・アンド・リ

ースバックによる収入674百万円によるものであります。 

  

 平成22年３月期の第２四半期連結業績につきましては、グループ全体の収益改善施策の実現により、売上高は減収

するものの販管費等の圧縮で、営業利益及び経常利益はほぼ予想通りとなりました。また、四半期純利益につきまし

ては特別利益に部品交換損失引当金戻入額を計上したことにより、平成21年５月15日に公表いたしました第２四半期

連結業績予想を上回ることとなりました。 

 通期連結業績予想に関しましては、わが国経済の先行きが依然不透明であると予測されることや現在実施しており

ます希望退職者募集による業績に与える影響が未確定であることなどから、現時点では前回公表の予想数値を据置く

ことといたしました。 

 なお、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たものであり、実際の業績は

今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

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



 前連結会計年度において連結子会社であったフランスベッドメディカルサービス㈱は、平成21年４月１日付で

連結子会社であるフランスベッド㈱に吸収合併されたため、連結の範囲から除外しております。 

  

１．簡便な会計処理 

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 棚卸資産の評価方法 

 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。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計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ため、前連結会計年度決算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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

（前期損益修正損益に係る会計処理方法の変更） 

 従来、賞与引当金の前期計上額と当期の賞与の実支給額との差額など見積り誤差については、前期損益修正

損益として特別損益に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、経常損益計算に含めて処理する

方法に変更しております。 

 これは、平成21年４月１日に当社の重要な連結子会社であるフランスベッド㈱とフランスベッドメディカル

サービス㈱が合併したことを契機に種々の会計処理の方法を見直した結果、見積り誤差については当該処理方

法を採用することにより、財務諸表の明瞭性が高まり、また、他社との比較可能性も向上するものと考えられ

るため、当該処理方法に変更することといたしました。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の売上総利益は26百万円、営業利益

は160百万円、経常利益は161百万円それぞれ増加しておりますが、税金等調整前四半期純利益に与える影響は

ありません。なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

  

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 10,028 7,983

受取手形及び売掛金 9,037 10,103

有価証券 2,498 2,499

商品及び製品 7,223 7,673

仕掛品 170 173

原材料及び貯蔵品 1,789 1,847

その他 1,833 2,039

貸倒引当金 △52 △53

流動資産合計 32,528 32,266

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,512 6,523

その他（純額） 9,721 9,077

有形固定資産合計 16,233 15,600

無形固定資産 664 472

投資その他の資産 10,408 11,623

固定資産合計 27,306 27,696

繰延資産 18 21

資産合計 59,853 59,984

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,307 4,996

ファクタリング未払金 1,220 1,262

短期借入金 5,276 5,283

1年内返済予定の長期借入金 112 －

1年内償還予定の社債 387 －

未払法人税等 107 353

賞与引当金 1,095 1,159

その他の引当金 20 242

その他 3,134 3,227

流動負債合計 16,662 16,526

固定負債   

社債 1,162 1,550

長期借入金 337 450

退職給付引当金 2,263 2,250

その他の引当金 420 411

その他 1,196 1,055

固定負債合計 5,380 5,717

負債合計 22,043 22,243



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000 3,000

資本剰余金 5,116 5,116

利益剰余金 32,737 32,823

自己株式 △3,151 △3,150

株主資本合計 37,702 37,789

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71 △112

繰延ヘッジ損益 △3 △0

為替換算調整勘定 40 63

評価・換算差額等合計 107 △48

純資産合計 37,810 37,740

負債純資産合計 59,853 59,984



（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 27,696 24,903

売上原価 15,601 13,732

売上総利益 12,094 11,171

販売費及び一般管理費 12,023 10,745

営業利益 71 425

営業外収益   

受取利息 22 6

受取配当金 13 14

為替差益 － 25

生命保険配当金 34 －

その他 65 58

営業外収益合計 135 104

営業外費用   

支払利息 53 65

為替差損 57 －

その他 87 98

営業外費用合計 198 164

経常利益 9 365

特別利益   

前期損益修正益 45 0

固定資産売却益 67 9

受取補償金 111 －

部品交換損失引当金戻入額 － 100

特別利益合計 225 110

特別損失   

前期損益修正損 5 3

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 23 34

投資有価証券評価損 8 －

たな卸資産評価損 31 －

その他 7 －

特別損失合計 79 38

税金等調整前四半期純利益 155 437

法人税、住民税及び事業税 393 80

法人税等調整額 15 158

法人税等合計 408 239

四半期純利益又は四半期純損失（△） △253 198



（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 155 437

減価償却費 965 1,250

固定資産売却損益（△は益） △66 △9

固定資産除却損 23 34

投資有価証券評価損益（△は益） 8 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △95 △63

退職給付引当金の増減額（△は減少） △178 12

前払年金費用の増減額（△は増加） － 154

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △80 9

その他の引当金の増減額（△は減少） △46 △222

受取利息及び受取配当金 △36 △20

支払利息 53 65

売上債権の増減額（△は増加） 1,525 1,066

たな卸資産の増減額（△は増加） △76 517

仕入債務の増減額（△は減少） △474 304

ファクタリング未払金の増減額（△は減少） △62 △42

未払費用の増減額（△は減少） △126 △299

その他 30 △201

小計 1,507 2,996

利息及び配当金の受取額 36 21

利息の支払額 △52 △67

法人税等の支払額 △116 △218

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,375 2,731

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 △17

定期預金の払戻による収入 30 312

有形固定資産の取得による支出 △1,466 △1,796

有形固定資産の売却による収入 92 23

投資有価証券の取得による支出 △274 △0

貸付けによる支出 △4 △0

貸付金の回収による収入 6 9

無形固定資産の取得による支出 － △197

その他 △64 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,711 △1,663



（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) 

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 100 －

短期借入金の返済による支出 △100 △11

長期借入金の返済による支出 △34 －

セール・アンド・リースバックによる収入 610 674

リース債務の返済による支出 △43 △304

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △575 △283

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △44 74

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △384 1,140

現金及び現金同等物の期首残高 9,645 10,142

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,261 11,282



 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．事業の種類の区分方法 

事業は製商品の種類、性質、販売市場及び販売形態の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製商品及び事業の内容 

(1）家具インテリア健康事業…ベッド・家具類・寝装品等の製造・仕入及び卸売 

(2）介護福祉用具事業…………療養ベッド・福祉用具・リネン等の製造・仕入、レンタル・小売及び卸売 

(3) 不動産賃貸事業……………不動産の賃貸 

(4）その他事業…………………装身具・日用品雑貨・健康機器等の仕入及び小売、広告・展示会設営 

３．事業の種類別セグメント名称の変更 

前第２四半期連結累計期間  

第１四半期連結会計期間より、従来の「家具インテリア事業」を「家具インテリア健康事業」に名称変更し

ております。 

なお、変更は名称のみでありますので、これによるセグメント情報に与える影響はありません。 

４．会計処理の方法の変更 

当第２四半期連結累計期間 

（前期損益修正損益に係る会計処理方法の変更） 

 「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」に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より、賞与引当金の前期計上額と当期の賞与の実支給額との差額など見積り誤差について、

前期損益修正損益として特別損益に計上する方法から、経常損益計算に含めて処理する方法に変更しており

ます。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、家具インテリア健康事業の営業損失が70百万円少

なく、介護福祉用具事業の営業利益が70百万円多く、その他事業の営業損失が14百万円少なく、消去又は全

社の営業利益が４百万円多く計上されております。 

（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〕

  

家具 
インテリア 
健康事業 
(百万円) 

介護福祉
用具事業 
(百万円) 

不動産
賃貸事業 
(百万円) 

その他
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    

(1) 外部顧客に対する売上高  13,687  11,314  76  2,618  27,696  －  27,696

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 454  7  130  345  938 ( )938  －

計  14,142  11,322  206  2,963  28,635 ( )938  27,696

営業利益又は営業損失(△)  △581  585  126  △121  10  61  71

  

家具 
インテリア 
健康事業 
(百万円) 

介護福祉
用具事業 
(百万円) 

不動産
賃貸事業 
(百万円) 

その他
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    

(1) 外部顧客に対する売上高  10,937  11,735  71  2,158  24,903  －  24,903

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 376  13  12  250  652 ( )652  －

計  11,313  11,749  84  2,409  25,556 ( )652  24,903

営業利益又は営業損失(△)  △629  1,003  59  △59  372  52  425



   

 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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  

 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、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔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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