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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 6,651 △18.3 1,605 41.5 604 △48.9 900 256.1
21年3月期第3四半期 8,144 ― 1,134 ― 1,183 ― 252 ―

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 48.21 ―

21年3月期第3四半期 13.54 ―

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 44,064 36,834 83.6 1,972.79
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3四半期  36,834百万円 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

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 ― 0.00 ― 7.50 7.50
22年3月期 ― 0.00 ―

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 8,500 △21.2 2,084 27.6 705 △57.3 1,110 29.8 59.45
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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、５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3四半期 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3四半期  28,779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3四半期 18,671,530株 21年3月期第3四半期 18,674,278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は、５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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経営成績  (会計期間）　（平成21年10月1日～平成21年12月31日）

％ ％ ％

△14.0 19.4 △57.0

－ － －

　　

銭 円 銭

50 － －

30 － －

（％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 2,714 588 257

21年3月期第3四半期 3,155 492 600

494 －

1株当たり 潜在株式調整後

四半期純利益 １株当たり四半期純利益

△ 378 －

21年3月期第3四半期 △　20

円 　

22年3月期第3四半期 26
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、中国等新興国の景気拡大による輸出の増加基調に

よる持ち直しがみられるものの、デフレ傾向や設備投資の減少、厳しい雇用情勢、所得環境による個人

消費の弱まり等依然として厳しい状況のうちに推移いたしました。 

当家具・インテリア業界は全般に依然と低迷を続けており、家具の購買意欲は低調な状態にあり、消

費者の低価格志向や企業間競争の激化から厳しい状況のままにあります。 

このような経済環境下におきまして、当社は市場競争力のある商品開発と営業活動を推進してまいり

ました。その結果、当第３四半期累計期間の売上高は 6,651,843 千円（前年同期の 81.7％）となりまし

た。 

部門別に見ますと、業務用家具は、1,556,325 千円（前年同期の 73.0％）となりました。リビング用家具

は、718,928 千円（前年同期の 59.4％）、インテリア商品は、372,833 千円（前年同期の 72.3％）、育児・

学童家具は、768,053 千円（前年同期の 78.3％）、オフィス家具は、399,223 千円（前年同期の 86.0％）、

プラスチック成型品は、235,551 千円（前年同期の 57.6％）となりました。家具商品部門は全般に厳しく、

ことさら家庭用向け商品の落ち込みが顕著でありました。 

また、不動産賃貸部門は、新規稼動物件が寄与し 2,600,927 千円（前年同期の 106.9％）と堅調な伸

びを示しております。 

一方利益面におきましては、営業利益は、1,605,625 千円（前年同期の 141.5％）となりました。これは

家具商品部門の売上高が落ち込むなかで、利益率の高い不動産賃貸部門の売上高が伸びているため

全体の利益率の構成が変化していることによります。経常利益は、604,022 千円（前年同期の 51.1％）と

なりました。これは主に為替差損 1,028,390 千円の計上によるものであります。四半期純利益は、オプシ

ョン評価益 723,251 千円の計上等があり、900,090 千円（前年同期の 356.1％）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、前事業年度末と比べ、983,637 千円増加し、6,284,740 千円となりました。これは主に現

金及び預金が増加したことによるものであります。 

固定資産は、前事業年度末と比べ、453,742 千円増加し、37,779,755 千円となりました。これは主に

有形固定資産の増加及び長期貸付金の減少によるものであります。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末と比べ、908,083 千円増加し、5,414,817 千円となりました。これは主に短

期借入金の増加によるものであります。 

固定負債は、前事業年度末と比べ、224,639 千円減少し、1,815,369 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を全額流動負債に振り替えたことによるものであります。 

    （純資産） 

純資産は、四半期純利益の増加等により、前事業年度末と比べ 753,937 千円増加し、36,834,309 千

円となりました。 

                                                                        

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期累計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、1,745,282 千円となり、

前年同四半期累計期間末に比べ、1,555,456 千円の増加となりました。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。 
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営業活動によるキャッシュ・フローは、1,459,971 千円の収入となり、前年同四半期累計期間に比べ、

881,489 千円の収入の減少となりました。これは主に、差入保証金の返還による収入の増加 640,000 千

円があった一方で、法人税等の支払額の増加 1,296,964 千円が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、1,642,612 千円の支出となり、前年同四半期累計期間に比べ、

370,991 千円の支出の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出があったものの

貸付金の回収があったこと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、前年同四半期累計期間が 391,368 千円の支出であったのに対

し、当第３四半期累計期間は、1,389,890 千円の収入となりました。これは主に、短期借入金の増加によ

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 月期通期の業績予想につきましては、平成 21 年 11 月 5 日に「業績予想の修正に関する

お知らせ」で発表したとおりであり、変更はありません。 

 

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 

① 棚卸資産の評価方法 

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。 

 

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、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。 

 

③ 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、表示方法の変更 

   該当事項はありません。 
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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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 3,082,898 1,850,894 

受取手形 887,677 1,157,370 

売掛金 876,111 784,990 

商品 1,104,277 1,160,521 

その他 345,152 435,990 

貸倒引当金 △11,377 △88,665 

流動資産合計 6,284,740 5,301,102 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 9,976,577 10,600,423 

土地 22,013,661 22,013,661 

その他（純額） 3,194,002 384,097 

有形固定資産合計 35,184,242 32,998,183 

無形固定資産 118,301 124,415 

投資その他の資産   

投資有価証券 535,617 545,456 

長期貸付金 1,162,936 2,406,936 

差入保証金 500,000 1,000,000 

その他 425,749 522,365 

貸倒引当金 △147,093 △271,345 

投資その他の資産合計 2,477,211 4,203,413 

固定資産合計 37,779,755 37,326,012 

資産合計 44,064,495 42,627,115 

負債の部   

流動負債   

支払手形 546,347 416,181 

買掛金 519,183 428,356 

短期借入金 2,500,000 970,000 

未払法人税等 351,474 962,240 

賞与引当金 3,841 12,726 

通貨オプション負債 549,570 1,204,414 

その他 944,400 512,815 

流動負債合計 5,414,817 4,506,733 

固定負債   

退職給付引当金 230,298 257,927 

長期預り敷金 1,585,071 1,636,924 

その他 － 145,157 

固定負債合計 1,815,369 2,040,009 

負債合計 7,230,186 6,546,742 
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 27,947,906 27,187,854 

自己株式 △17,406 △17,126 

株主資本合計 36,765,499 36,005,728 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68,809 74,643 

評価・換算差額等合計 68,809 74,643 

純資産合計 36,834,309 36,080,372 

負債純資産合計 44,064,495 42,627,115 
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 8,144,342 6,651,843 

売上原価 6,126,169 4,448,973 

売上総利益 2,018,173 2,202,869 

販売費及び一般管理費 883,787 597,244 

営業利益 1,134,385 1,605,625 

営業外収益   

受取利息 27,501 19,998 

受取配当金 12,649 6,191 

為替差益 52,229 － 

受取オプション料 28,890 225,000 

その他 13,984 3,397 

営業外収益合計 135,255 254,586 

営業外費用   

支払利息 7,766 2,565 

為替差損 － 1,028,390 

貸倒引当金繰入額 23,353 － 

支払オプション料 28,890 225,000 

商品廃棄損 26,390 45 

その他 195 188 

営業外費用合計 86,595 1,256,190 

経常利益 1,183,045 604,022 

特別利益   

固定資産売却益 5,679 228 

オプション評価益 － 723,251 

貸倒引当金戻入額 － 201,540 

その他 15 － 

特別利益合計 5,694 925,019 

特別損失   

固定資産売却損 － 85 

固定資産除却損 52,494 5,896 

オプション評価損 614,565 － 

その他 92,061 － 

特別損失合計 759,121 5,981 

税引前四半期純利益 429,618 1,523,060 

法人税、住民税及び事業税 191,090 512,728 

法人税等調整額 △14,229 110,241 

法人税等合計 176,861 622,970 

四半期純利益 252,757 900,090 
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,155,535 2,714,539 

売上原価 2,409,167 1,914,674 

売上総利益 746,367 799,865 

販売費及び一般管理費 253,410 211,301 

営業利益 492,956 588,563 

営業外収益   

受取利息 9,666 6,436 

受取配当金 1,291 － 

為替差益 97,841 － 

受取オプション料 － 78,000 

その他 5,511 1,303 

営業外収益合計 114,309 85,739 

営業外費用   

支払利息 4,271 1,567 

為替差損 － 336,728 

貸倒引当金繰入額 2,427 － 

支払オプション料 － 78,000 

その他 92 63 

営業外費用合計 6,791 416,358 

経常利益 600,475 257,944 

特別利益   

オプション評価益 － 571,166 

貸倒引当金戻入額 92,061 7,570 

その他 15 － 

特別利益合計 92,076 578,736 

特別損失   

固定資産除却損 50,732 － 

オプション評価損 1,186,417 － 

その他 92,061 － 

特別損失合計 1,329,211 － 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △636,659 836,680 

法人税、住民税及び事業税 △312,789 342,494 

法人税等調整額 55,119 △608 

法人税等合計 △257,670 341,886 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △378,988 494,794 
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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３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 429,618 1,523,060 

減価償却費 861,266 673,505 

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,767 △8,885 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41,170 △201,540 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 132,874 △27,629 

受取利息及び受取配当金 △40,151 △26,189 

支払利息 7,766 2,565 

為替差損益（△は益） 22,864 2,245 

オプション評価損益（△は益） 614,565 △723,251 

投資有価証券売却損益（△は益） △15 － 

有形固定資産除却損 52,494 5,896 

有形固定資産売却損益（△は益） △5,679 △143 

貸倒損失 92,061 － 

売上債権の増減額（△は増加） 2,730 178,571 

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,958 56,244 

差入保証金の増減額（△は増加） △140,000 500,000 

仕入債務の増減額（△は減少） △182,492 220,993 

長期預り敷金の増減額（△は減少） 100,073 △51,853 

その他 172,912 424,703 

小計 2,127,334 2,548,294 

利息及び配当金の受取額 35,643 25,438 

利息の支払額 △6,882 △2,163 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 185,365 △1,111,598 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,341,460 1,459,971 

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 △91,000 △1,099,000 

定期預金の払戻による収入 132,132 1,072,000 

投資有価証券の売却による収入 40 － 

有形固定資産の取得による支出 △1,847,854 △2,857,682 

無形固定資産の取得による支出 △150 △2,592 

有形固定資産の売却による収入 15,547 663 

貸付けによる支出 △1,116,319 △19,000 

貸付金の回収による収入 894,000 1,263,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,013,603 △1,642,612 

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） △250,000 1,530,000 

自己株式の取得による支出 △1,436 △279 

配当金の支払額 △139,931 △139,830 

財務活動によるキャッシュ・フロー △391,368 1,389,890 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,864 △2,245 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △86,376 1,205,003 

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 189,825 1,745,282 
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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

％ ％

2,131,797 1,556,325

1,210,196 718,928

515,839 372,833

980,657 768,053

464,266 399,223

409,075 235,551

2,432,509 2,600,927

育 児 ･ 学 童 家 具

イ ン テ リ ア 商 品

業 務 用 家 具

リ ビ ン グ 用 家 具

26.2

14.9

6.3

（4）

（5）

6.

 （単位：千円）

部門別
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間

金額 構成比 金額 構成比

23.4

10.8

5.6

12.0 11.6

オ フ ィ ス 家 具 5.7 6.0

プラスチック成型品 5.0 3.5

小          計 5,711,832 70.1 4,050,915 60.9

不 動 産 賃 貸 収 入 29.9 39.1

合          計 8,144,342   100.0 6,651,843   100.0
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