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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 80,078 △8.9 4,257 △2.6 4,568 △1.2 2,347 △7.7
21年3月期第3四半期 87,915 ― 4,370 ― 4,625 ― 2,541 ―

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3四半期 58.50 ―
21年3月期第3四半期 63.34 ―

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3四半期 133,445 116,172 87.1 2,895.35
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3四半期  116,172百万円 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 108,000 △8.4 6,000 3.2 6,400 4.3 3,400 △11.4 84.74



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10月29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3四半期 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3四半期  2,064,465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3四半期 40,124,220株 21年3月期第3四半期 40,127,934株



当第３四半期累計期間の経済環境は、一部で景気後退の底打ち観測はあるものの、設備投資が大

きく減少し、雇用や所得環境は更に悪化するなど、実体経済の回復が感じられない厳しい状況が続

いております。住宅市場では、住宅版エコポイント制度の創設等の景気刺激策が期待されますが、

４月から11月迄の新設住宅着工戸数は前年対比31.4％の大幅な減少となり、当社グループを取り巻

く環境は更に厳しさを増して推移しました。 

一方で、高齢化やワークライフバランスの尊重などにより、長く過ごす住空間には従来以上に

人々の関心が高まっております。安心して暮らせること、自分らしいライフスタイル、環境に配慮

した部材や設備の仕様、価値と価格のバランスなど、住空間に対する要求はますます高度化、多様

化して参りました。当社グループはそうした要望に応え、本当に価値のある商品の開発と提案によ

り、暮らしに彩りを提供していくことを使命と心得、環境に配慮し、良品廉価を貫くとともに、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ま

した。この結果、当第３四半期累計期間の連結業績は、売上高80,078百万円（前年同期比8.9％

減）、営業利益4,257百万円（同2.6％減）、経常利益4,568百万円（同1.2％減）、四半期純利益

2,347百万円（同7.7％減）となりました。 

（インテリア事業） 

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、７月には低価格指向の一層

強まる中、需要の増えている量販壁紙「ＳＰ」を改訂発行しました。 

カーテンでは、最新のモードと技巧を駆使して創作したオーダーカーテンの見本帳「アリア」を

10月に発行。収録総点数の９割以上を家庭洗濯が可能なウォッシャブルとするなど、洗練されたデ

ザインと使いやすさを兼ね備え、巻末に付属する「ビサイド」でカーテンスタイルを紹介し、オー

ダーカーテンならではの付加価値を更に高める提案を行いました。 

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。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69,394百万円（前年同

期比9.2％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8,542百万円（前年同期比11.7％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2,140百万円となりました。 

  

【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



当第３四半期末における総資産は、前期末に比べて1,860百万円減少し、133,445百万円となりま

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116,172百万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2,974百万円減少し、18,200百万円となりました。 

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは5,100百万円となりました。これは主に、法人税

等の支払額2,134百万円などの支出があったものの、税金等調整前四半期純利益4,419百万円、売上

債権の減少額3,042百万円などによる収入を反映したものです。 

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは5,039百万円となりました。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3,036百万円となりました。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10月29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３四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。 

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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 19,291 17,787

受取手形及び売掛金 37,478 40,520

有価証券 19,548 20,520

商品及び製品 8,692 7,931

原材料及び貯蔵品 1,029 1,069

その他 845 902

貸倒引当金 △518 △549

流動資産合計 86,367 88,182

固定資産   

有形固定資産   

土地 19,609 18,547

その他（純額） 9,528 10,414

有形固定資産合計 29,138 28,961

無形固定資産   

のれん 117 235

その他 817 874

無形固定資産合計 935 1,110

投資その他の資産   

投資有価証券 3,083 2,960

その他 14,351 14,743

貸倒引当金 △430 △652

投資その他の資産合計 17,003 17,051

固定資産合計 47,077 47,123

資産合計 133,445 135,306



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 10,472 11,223

1年内返済予定の長期借入金 21 21

未払法人税等 858 1,117

賞与引当金 435 860

その他 1,952 2,007

流動負債合計 13,740 15,231

固定負債   

長期借入金 189 205

退職給付引当金 2,014 1,959

役員退職慰労引当金 80 75

長期未払金 952 952

その他 293 244

固定負債合計 3,531 3,437

負債合計 17,272 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 85,937 86,599

自己株式 △3,875 △3,874

株主資本合計 115,683 116,347

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 488 289

評価・換算差額等合計 488 289

純資産合計 116,172 116,636

負債純資産合計 133,445 135,306



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 87,915 80,078

売上原価 64,145 56,411

売上総利益 23,769 23,666

販売費及び一般管理費 19,399 19,409

営業利益 4,370 4,257

営業外収益   

受取利息 130 83

受取配当金 46 49

不動産賃貸料 29 79

その他 83 125

営業外収益合計 291 338

営業外費用   

支払利息 2 4

不動産賃貸費用 10 9

為替差損 16 5

その他 6 8

営業外費用合計 36 27

経常利益 4,625 4,568

特別利益   

固定資産売却益 7 18

投資有価証券売却益 13 0

特別利益合計 20 18

特別損失   

固定資産売却損 11 1

固定資産除却損 7 15

投資有価証券評価損 75 150

抱合せ株式消滅差損 37 －

その他 1 0

特別損失合計 133 167

税金等調整前四半期純利益 4,512 4,419

法人税、住民税及び事業税 1,834 1,902

法人税等調整額 139 169

法人税等合計 1,973 2,072

少数株主損失（△） △3 －

四半期純利益 2,541 2,347



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 4,512 4,419

減価償却費 1,107 1,090

のれん償却額 128 117

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） △24 △252

賞与引当金の増減額（△は減少） △446 △425

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,104 4

受取利息及び受取配当金 △177 △133

支払利息 2 4

売上債権の増減額（△は増加） 1,189 3,042

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,376 △720

仕入債務の増減額（△は減少） 7 △751

長期未払金の増減額（△は減少） 952 －

その他 △639 675

小計 3,170 7,070

利息及び配当金の受取額 167 168

利息の支払額 △2 △3

法人税等の支払額 △2,744 △2,134

営業活動によるキャッシュ・フロー 590 5,100

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 △1,628 △3,661

定期預金の払戻による収入 1,133 2,181

有価証券の償還による収入 3,000 －

有形固定資産の取得による支出 △758 △1,319

無形固定資産の取得による支出 △240 △135

投資有価証券の取得による支出 △11,039 △13,078

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 7,000 11,000

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 △42 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー 290 △5,039

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 △14 △15

自己株式の取得による支出 △9 △1

配当金の支払額 △3,010 △3,012

その他 － △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,034 △3,036

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,159 △2,974

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 16,208 18,200



該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四

半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四

半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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  76,445  9,674  1,795  87,916  △0  87,915

営業利益又は 
営業損失（△） 

 4,404  140  △188  4,357  12  4,370

  
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  69,394  8,542  2,140  80,078  －  80,078

営業利益又は 
営業損失（△） 

 4,384  88  △221  4,251  6  4,257

〔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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