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1.  21年12月期の業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 33,747 △21.4 307 25.0 211 58.1 105 △59.9

20年12月期 42,946 △7.0 245 78.4 133 463.6 264 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年12月期 6.47 ― 1.4 1.0 0.9
20年12月期 16.98 ― 3.5 0.6 0.6

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12月期  ―百万円

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 20,051 7,654 38.2 491.95
20年12月期 21,928 7,554 34.4 485.19

（参考） 自己資本   21年12月期  7,654百万円 20年12月期  7,549百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年12月期 212 55 1,273 4,370
20年12月期 78 1,293 △1,355 2,828

2.  配当の状況 

（注） 
１．配当金の内訳 平成21年12月期 期末   記念配当金 ２円 
２．「平成20年12月期 決算短信（非連結）」（平成21年２月20日開示）により開示を行った予想から修正を行っております。詳細につきましては、平成22年２
月12日開示の「平成21年12月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

21年12月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 31 30.9 0.4

22年12月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 38.1

3.  22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

16,200 △6.4 △180 ― △245 ― △290 ― △17.71

通期 33,900 0.5 420 36.7 285 34.8 215 102.9 13.13
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、20ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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  353,113株 20年12月期  351,113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「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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（当期の経営成績） 

当事業年度におけるわが国経済は、前年の米国発金融危機に端を発した世界的な景気の悪化に見舞わ

れ低迷を続け、期後半には一部業種に底打ちの兆しが見られるものの、雇用不安や個人消費の冷え込み

が続き、先行きに対する不安も大きく厳しい状態が続いております。 

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、前年比大幅なマイナスを続

けており、期終盤においてようやく底打ち感を得たものの、先行きも低水準に推移するものと考えられ

ます。 

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年比21.4％減の33,747百万円となりました。 

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、主力の壁装材は、７月にデザイン、機能

等あらゆる面から選びやすくなった見本帳“Ｖ－ウォール”を発行した他、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”等の見本帳を増刷発行し拡販に努め、前年比15.1％減の

28,941百万円となりました。 

一方、オフィス事業につきましては、顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努めました

が、顧客企業の経営環境の悪化によるオフィスリニューアル、移転等の計画中止や先延ばしが相次ぎ、

売上高は前年比45.8％減の4,806百万円となりました。 

利益面におきましては、インテリア事業において、壁装材を中心として原価削減のための様々な施策

を実行したことにより、売上原価率は改善いたしました。又、オフィス事業におきましても、きめ細か

いサービスの積み重ねにより売上原価率は若干の改善を見せました。これらにより全体での売上総利益

は前年比10.1％減の9,030百万円となりました。販売費及び一般管理費につきましては、荷造運搬費、

人件費、業務委託費をはじめ各費目の削減を行った結果、前年比11.0％減の8,723百万円となり、営業

利益は前年比25.0％増の307百万円、経常利益は前年比58.1％増の211百万円となりました。なお、税引

前当期純利益は前年比22.7％減の156百万円、当期純利益は前年比59.9％減の105百万円となりました。

  

（次期の見通し） 

来期につきましては、当業界及び当社を取り巻く経営環境の持ち直しは早くとも期中盤以降になると

考えられ、下振れ要因や不安要素も多いことから厳しい状況が続くものと考えられます。 

当社といたしましては、インテリア事業につきましては、壁装材は見本帳“ライト”、見本帳“らく

らくリフォーム”、見本帳“ベース”、カーテンは見本帳“サーラ”、床材は見本帳“クッションフロ

ア”を発行する予定であります。これら主力見本帳を投下することにより、一層の拡販に注力する所存

であります。 

オフィス事業におきましても、顧客企業の経営環境の悪化等により、先行きは厳しい状況にあるとい

えますが、より一層の顧客満足度を高めるための営業強化を行っていく所存であります。 

これらの施策から売上高については通期で0.5％増の33,900百万円を予想しております。 

利益面におきましては、引き続き原価低減努力に注力し、業務効率の徹底的な見直しを図り販売費及

び一般管理費の削減を行い、利益計上体質の強化を行っていく所存であり、営業利益は通期36.7％増の

420百万円、経常利益は通期34.8％増の285百万円、当期純利益は通期102.9％増の215百万円を予想して

おります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（資産、負債及び純資産の状況） 

当事業年度末の総資産は前期末比1,877百万円減の20,051百万円となりました。 

流動資産は前期末比1,778百万円減の13,919百万円となりました。これは現金及び預金の増加（1,541

百万円）等の増加要因はありましたが、主に売掛金の減少（1,994百万円）、商品の減少（415百万

円）、受取手形の減少（354百万円）、前払見本帳費の減少（335百万円）等によるものであります。固

定資産は前期末比98百万円減の6,132百万円となりました。賃貸不動産の一部について用途変更を行

い、建物及び土地に振替えた事による増加及び減少、見本帳製作仮勘定の増加（208百万円）等の増加

要因はありましたが、主に長期前払見本帳費の減少（173百万円）、及び減価償却によるものでありま

す。 

負債総額は前期末比1,976百万円減の12,397百万円となりました。流動負債は前期末比2,713百万円減

の10,971百万円となりました。これは１年内返済予定の長期借入金の増加（445百万円）等の増加要因

はありましたが、主に買掛金の減少（2,380百万円）、支払手形の減少（505百万円）によるものであり

ます。固定負債は前期末比737百万円増の1,426百万円となりました。これは主に長期借入金の増加

（754百万円）によるものであります。 

純資産は前期末比99百万円増の7,654百万円となりました。これは主に当期純利益の計上（105百万

円）によるものであります。尚、自己資本比率は38.2％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主要因はつぎのとおりであります。 

当事業年度の現金及び現金同等物（以下資金という。）は、前事業年度末と比較して1,541百万円増

加し、当事業年度末は4,370百万円となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当事業年度における営業活動により得た資金は、212百万円となりました。これは、仕入債務の減少

（2,885百万円）等の減少要因はありましたが、税引前当期純利益（156百万円）、売上債権の減少

（2,348百万円）、たな卸資産の減少（320百万円）、長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の減少額

（301百万円）等の増加要因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＞ 

当事業年度における投資活動により得た資金は、55百万円となりました。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当事業年度における財務活動により得た資金は、1,273百万円となりました。これは、主に長期借入

金の借入によるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(注) 自己資本比率＝自己資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率＝株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い 

１ 各指標は、いずれも財務数値により算出しております。 

２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３ 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。 

  

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な使命と考え、経営体質の強化及び将来の事業展

開に必要な内部留保の確保と経営成績に応じた配当を実施してまいりたいと考えております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことが出来るとしており、これらの剰余

金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

平成17年12月期～平成19年12月期につきましては、当期純損失を計上しており、誠に遺憾ながら無配

とせざるを得ないこととなりました。 

平成20年12月期～平成21年12月期に関しましては、利益計上体質の確立に 大限の努力を傾注し、財

務の健全性と収益の安定性を確保してまいりました。その結果、２期連続で当期純利益を計上するに至

りました。しかしながら、先行きについての不透明感の強い中、急激な景気悪化に対応できる財務体質

の強化を図るため、当初無配の方針で検討してまいりましたが、創業100周年を迎え、株主の皆様への

感謝の意を込めて、内部留保に意を用いつつ、１株当たり２円の記念配当を行うことといたします。 

 次期に関しましては、厳しい状況が続くと考えられるものの、期末配当金として１株当たり５円を予

定しております。 

 なお、１株当たり期末配当金は、「平成20年12月期 決算短信（非連結）」（平成21年２月20日開

示）により開示を行った予想から修正を行っております。詳細につきましては、平成22年２月12日開示

の「平成21年12月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

また、当社は、「取締役会決議により、毎年６月30日を基準として、中間配当を行うことができ

る。」旨を定款に定めております。 

  

平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率（％） 27.4 27.8 29.7 34.4 38.2

時価ベースの自己資本比率
（％）

14.1 13.8 10.2 5.5 7.2

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

6.1 11.2 7.7 14.0 11.2

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

9.8 4.6 5.5 2.0 4.6

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の事業、経営成績及び財政状況等に影響をおよぼす可能性のある主な事項には、以下のようなも

のがあります。なお、記載における将来に関する事項は、本資料の発表日現在において当社が想定され

る範囲内で判断したものであり、全てのリスク要因が網羅されているわけではありません。 

当社の業績は需給の変化等に起因する市況変動の影響を受け、下期に利益が偏る傾向にあります。

当事業年度及び前事業年度の売上推移等は下表のとおりです。 

 

当社がメーカーに製造委託しております商品のうち主力であります壁装材のビニルは、石油化学関

連製品の価格変動の影響を受けるものであります。原油価格については需給バランス等により価格の

変動率が高い為、原油価格の上昇はコスト高の要因となり、当社の業績に影響を及ぼすおそれがあり

ます。 

当社では、債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の貸倒実績率等に基づき、貸倒引当金を計

上しております。また、債権管理に注力し販売先の業容、資力に応じた与信限度額を設定するととも

に、必要に応じ保証人をつける等不良債権の発生を極力抑制するよう努めております。しかしなが

ら、景気後退等により今後貸倒引当金の積み増しを要する事態が生じる可能性があります。 

当社の本社及び主要な拠点は日本を本拠としております。地震、火災、洪水等の災害により影響を

受ける場合があり、これらの事象が発生した地域においては、当社の拠点の一部が遅延や混乱及び停

止する可能性があります。また、損害を被った設備等の修復により、財政状態及び経営成績に悪影響

を与える可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク

① 業績について

第68期 第69期

（自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

  至 平成20年12月31日）   至 平成21年12月31日）

上期 下期 通期 上期 下期 通期

売上高(百万円) 21,974 20,971 42,946 17,308 16,439 33,747

売上総利益(百万円) 4,817 5,230 10,048 4,455 4,575 9,030

営業利益又は営業損失(△)(百万円) △347 593 245 △80 387 307

② 原料価格の変動について

③ 与信管理について

④ 災害等について

リリカラ㈱ （9827） 平成21年12月期決算短信（非連結）
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当社はインテリア事業及びオフィス事業を営んでおります。 

インテリア事業は、壁装材、カーテン、床材を中心とする内装材商品の仕入及び販売を行っており、主

として当社独自で開発した商品「リリカラ」をメーカーに製造委託し、代理店あるいは一部内装工事業者

等に販売しております。 

オフィス事業は、オフィス家具、事務用品等の仕入及び販売、間仕切等工事請負を行っております。 

以上述べた内容を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

(注) 内装工事業者等への販売は関西地区を中心に僅少な為、破線で表示しております。 

2. 企業集団の状況

リリカラ㈱ （9827） 平成21年12月期決算短信（非連結）
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当社は、「快適な生活空間を創造し、提案する」ことを企業使命として、個人住宅からオフィス、ホ

テル、商業施設、公共施設などの空間作りをインテリアという視点からトータルに提案をしておりま

す。「お客様に商品を買っていただくと同時に満足を買っていただく」ことを経営基本方針として、市

場ニーズを捉えた商品開発、迅速かつ信頼性の高い物流サービスの展開に取り組んでおります。わが国

の住生活において、インテリア空間の質的向上は、まだまだ発展途上であると認識しております。当社

は、上質なインテリアの提案を通じて消費者に多様なライフスタイルを提供すべく、一層の企業努力を

続けてまいる所存です。 

また、中長期にわたって成長力のある企業であり続けるために、収益力の強化や財務体質の向上を図

り、経営改革を進めていきたいと考えております。 

  

当社は、インテリア事業における徹底したコスト削減を行い、損益分岐点の改善を図ることを目標と

しております。従って、売上原価率、売上高営業利益率の改善に取り組んでまいります。 

  

インテリア業界において重要な指標となる新設住宅着工戸数は、平成19年の改正建築基準法施行以降

回復の兆しを見せておりましたが、世界的ともいえる景気の悪化の煽りを受け減少に転じ、今後の回復

には相当期間かかるものと考えられております。こうしたことから、当社は厳しい環境に耐え得る企業

体力をつけるべく、損益分岐点の改善に取り組んでまいります。そのうえで戦略的な見本帳開発を行

い、重点分野への積極的な攻略を行ってまいります。 

  

当社を取り巻く環境は依然として厳しい状況で推移するものと予想され、以下の課題を重点的に推進

してまいります。 

企業体力の強化を目指し、売上原価の低減のみならず、販売費及び一般管理費の徹底的な見直しを

行いコストダウンを図ります。 

厳しい環境の中で多様なニーズに対応した戦略的な見本帳開発を行い、お客様に豊かな住生活を提

供するために、魅力ある商品やサービスを提供してまいります。 

社内における営業体制を見直し、顧客へのアプローチを更に強化し、積極的な営業活動と効果的な

プランニングを行ってまいります。 

資産の流動化などの資金調達手段の利用、及び安定した資金の導入を行うとともに、キャッシュ・

フローの重視を心がけ、企業価値の向上を目指してまいります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

① 損益分岐点の改善

② 付加価値の高い中高級品の販売強化

③ オフィス事業における顧客基盤の拡大

④ 財務体質の向上
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,828,886 4,370,497 

受取手形 ※1, ※2, ※5 2,271,750 ※1, ※2, ※5 1,917,699 

売掛金 6,085,731 4,091,093 

商品 2,381,234 1,965,966 

仕掛品 － 94,681 

貯蔵品 421 660 

前渡金 75,651 － 

前払費用 144,669 113,392 

前払見本帳費 790,191 455,100 

未収入金 1,120,481 894,942 

その他 45,182 44,429 

貸倒引当金 △46,381 △29,170 

流動資産合計 15,697,822 13,919,295 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※2 2,678,497 ※2 2,814,537 

減価償却累計額 △1,959,188 △2,102,221 

建物（純額） 719,308 712,316 

構築物 81,535 81,535 

減価償却累計額 △72,756 △74,025 

構築物（純額） 8,778 7,510 

機械及び装置 198,494 198,494 

減価償却累計額 △189,819 △191,357 

機械及び装置（純額） 8,674 7,136 

車両運搬具 51,395 47,735 

減価償却累計額 △47,243 △45,635 

車両運搬具（純額） 4,151 2,099 

工具、器具及び備品 632,207 633,003 

減価償却累計額 △588,678 △589,503 

工具、器具及び備品（純額） 43,529 43,499 

土地 ※2 1,509,577 ※2 1,523,234 

リース資産 － 22,254 

減価償却累計額 － △3,191 

リース資産（純額） － 19,063 

有形固定資産合計 2,294,020 2,314,860 

無形固定資産 

ソフトウエア 55,949 32,974 

電話加入権 42,096 42,096 

リース資産 － 13,441 

無形固定資産合計 98,046 88,512 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2 223,107 ※2 221,915 

出資金 4,925 4,925 

長期貸付金 138,424 124,100 

破産更生債権等 367,116 368,881 

長期前払費用 1,465 841 

長期前払見本帳費 231,750 57,751 

見本帳製作仮勘定 141,584 350,568 

賃貸不動産 ※2 603,894 ※2 447,952 

減価償却累計額 △333,241 △240,587 

賃貸不動産（純額） 270,652 207,364 

差入保証金 2,441,296 2,401,738 

保険積立金 361,448 330,858 

その他 23,169 27,996 

貸倒引当金 △365,931 △367,738 

投資その他の資産合計 3,839,010 3,729,203 

固定資産合計 6,231,077 6,132,576 

資産合計 21,928,899 20,051,871 

負債の部 

流動負債 

支払手形 ※1 2,231,310 ※1 1,726,265 

買掛金 9,269,240 6,888,338 

短期借入金 ※2 749,231 ※2 930,900 

1年内返済予定の長期借入金 ※2 108,740 ※2 554,444 

1年内償還予定の社債 90,000 － 

リース債務 － 7,237 

未払金 655,677 518,323 

未払消費税等 74,690 50,796 

未払費用 65,658 68,090 

未払法人税等 66,028 65,504 

預り金 18,607 14,276 

前受収益 2,945 2,397 

賞与引当金 59,080 68,614 

固定資産購入等支払手形 249,776 51,226 

その他 43,760 24,668 

流動負債合計 13,684,747 10,971,082 

固定負債 

長期借入金 ※2 150,260 ※2 904,356 

長期未払金 1,838 － 

リース債務 － 25,746 

繰延税金負債 25,518 24,460 

退職給付引当金 452,431 437,126 

その他 59,131 34,898 

固定負債合計 689,180 1,426,587 

負債合計 14,373,927 12,397,670 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21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 

資本準備金 2,617,860 2,617,860 

その他資本剰余金 999,982 999,903 

資本剰余金合計 3,617,843 3,617,764 

利益剰余金 

利益準備金 188,000 188,000 

その他利益剰余金 

別途積立金 1,095,000 1,095,000 

繰越利益剰余金 △665,149 △559,163 

利益剰余金合計 617,850 723,836 

自己株式 △58,557 △58,686 

株主資本合計 7,512,636 7,618,414 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 37,335 35,786 

評価・換算差額等合計 37,335 35,786 

新株予約権 5,000 － 

純資産合計 7,554,972 7,654,201 

負債純資産合計 21,928,899 20,051,871 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

売上高 42,946,726 33,747,373 

売上原価 

商品期首たな卸高 2,609,540 2,381,234 

当期商品仕入高 33,103,197 23,914,638 

当期製品製造原価 － 749,332 

合計 35,712,737 27,045,205 

見本帳製作等振替高 ※1 433,566 ※1 362,165 

商品期末たな卸高 2,381,234 1,965,966 

売上原価合計 32,897,935 24,717,072 

売上総利益 10,048,790 9,030,300 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 1,607,394 1,386,341 

広告宣伝費 307,872 180,938 

見本帳費 1,118,956 1,095,607 

貸倒引当金繰入額 355 6,685 

役員報酬 38,033 36,138 

給料及び手当 2,304,217 2,167,316 

賞与 95,399 68,614 

賞与引当金繰入額 59,080 68,181 

退職給付費用 103,017 108,606 

福利厚生費 448,424 419,053 

業務委託費 591,803 395,884 

減価償却費 90,965 72,462 

ソフトウェア償却費 31,685 26,779 

リース料 472,701 423,750 

地代家賃 1,133,392 1,116,430 

その他 1,399,665 1,150,293 

販売費及び一般管理費合計 9,802,964 8,723,083 

営業利益 245,825 307,216 

営業外収益 

受取利息 11,994 8,444 

有価証券利息 71 － 

受取配当金 6,434 5,231 

不動産賃貸料 32,041 29,197 

債務勘定整理益 25,976 － 

雑収入 18,107 18,497 

営業外収益合計 94,624 61,371 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

営業外費用 

支払利息 40,978 44,447 

手形売却損 101,133 79,170 

社債利息 2,408 － 

売上割引 10,441 7,502 

不動産賃貸費用 21,464 20,269 

雑損失 30,234 5,724 

営業外費用合計 206,661 157,114 

経常利益 133,788 211,473 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 23,059 14,216 

投資有価証券売却益 111,423 － 

特別利益合計 134,483 14,216 

特別損失 

投資有価証券評価損 7,270 6,398 

差入保証金評価損 5,250 － 

減損損失 ※2 36,325 ※2 6,010 

割増退職金 － 29,545 

事務所移転費用 16,244 26,747 

特別損失合計 65,090 68,702 

税引前当期純利益 203,182 156,986 

法人税、住民税及び事業税 49,515 51,000 

法人税等調整額 △110,847 － 

法人税等合計 △61,332 51,000 

当期純利益 264,514 105,986 
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（注）※１ 主な内訳は、次のとおりであります。 

 
２ オフィス事業において販売先との契約の見直し、整理を行い、それに伴う社内体制が整いましたので、請負

契約について当事業年度の第３四半期会計期間より原価計算を行っております。 

  

（原価計算の方法） 

当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。 

  

【製造原価明細書】

前事業年度
(自 平成20年１月１日  
 至 平成20年12月31日)

当事業年度 
(自 平成21年１月１日  
 至 平成21年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

Ⅰ 材料費 － － 3,446 0.4

Ⅱ 労務費 － － 28,132 3.3

Ⅲ 経費 ※１ － － 812,434 96.3

  当期総製造費用 － － 844,014 100.0

  期首仕掛品たな卸高 － －

合計 － 844,014

  期末仕掛品たな卸高 － △94,681

  当期製品製造原価 － 749,332

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

外注加工費 － 811,863

その他 － 571
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 3,335,500 3,335,500 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,335,500 3,335,500 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 2,617,860 2,617,860 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,617,860 2,617,860 

その他資本剰余金 

前期末残高 1,000,395 999,982 

当期変動額 

自己株式の処分 △413 △78 

当期変動額合計 △413 △78 

当期末残高 999,982 999,903 

資本剰余金合計 

前期末残高 3,618,256 3,617,843 

当期変動額 

自己株式の処分 △413 △78 

当期変動額合計 △413 △78 

当期末残高 3,617,843 3,617,764 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 188,000 188,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 188,000 188,000 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 56,939 － 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △56,939 － 

当期変動額合計 △56,939 － 

当期末残高 － － 

土地圧縮積立金 

前期末残高 105,095 － 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当期変動額 

土地圧縮積立金の取崩 △105,095 － 

当期変動額合計 △105,095 － 

当期末残高 － － 

別途積立金 

前期末残高 1,095,000 1,095,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,095,000 1,095,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △1,091,698 △665,149 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 56,939 － 

土地圧縮積立金の取崩 105,095 － 

当期純利益 264,514 105,986 

当期変動額合計 426,549 105,986 

当期末残高 △665,149 △559,163 

利益剰余金合計 

前期末残高 353,335 617,850 

当期変動額 

当期純利益 264,514 105,986 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

土地圧縮積立金の取崩 － － 

当期変動額合計 264,514 105,986 

当期末残高 617,850 723,836 

自己株式 

前期末残高 △57,651 △58,557 

当期変動額 

自己株式の取得 △1,657 △279 

自己株式の処分 752 149 

当期変動額合計 △905 △129 

当期末残高 △58,557 △58,686 

株主資本合計 

前期末残高 7,249,440 7,512,636 

当期変動額 

当期純利益 264,514 105,986 

自己株式の取得 △1,657 △279 

自己株式の処分 339 71 

当期変動額合計 263,196 105,778 

当期末残高 7,512,636 7,618,414 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 199,222 37,335 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△161,886 △1,548 

当期変動額合計 △161,886 △1,548 

当期末残高 37,335 35,786 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 199,222 37,335 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△161,886 △1,548 

当期変動額合計 △161,886 △1,548 

当期末残高 37,335 35,786 

新株予約権 

前期末残高 5,000 5,000 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △5,000 

当期変動額合計 － △5,000 

当期末残高 5,000 － 

純資産合計 

前期末残高 7,453,662 7,554,972 

当期変動額 

当期純利益 264,514 105,986 

自己株式の取得 △1,657 △279 

自己株式の処分 339 71 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △161,886 △6,548 

当期変動額合計 101,309 99,229 

当期末残高 7,554,972 7,654,201 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１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 

税引前当期純利益 203,182 156,986 

減価償却費 90,965 72,474 

減損損失 36,325 6,010 

ソフトウエア償却費 31,685 26,782 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,623 △15,404 

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,720 9,534 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △131,940 △15,304 

受取利息及び受取配当金 △18,500 △13,676 

支払利息 40,978 44,447 

割増退職金 － 29,545 

事務所移転費用 16,244 26,747 

投資有価証券売却損益（△は益） △111,423 － 

売上債権の増減額（△は増加） 1,848,617 2,348,688 

たな卸資産の増減額（△は増加） 228,329 320,347 

前渡金の増減額（△は増加） △68,288 75,651 

未収入金の増減額（△は増加） △425,431 225,539 

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） 

35,096 301,046 

破産更生債権等の増減額（△は増加） △14,677 △1,764 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,562,945 △2,885,946 

未払金の増減額（△は減少） 220,445 △133,107 

未払消費税等の増減額（△は減少） △28,437 △23,893 

固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） △17,632 △198,549 

その他 △65,593 △6,111 

小計 266,655 350,043 

利息及び配当金の受取額 18,478 13,708 

利息の支払額 △41,713 △45,893 

割増退職金の支払額 △101,437 △29,545 

事務所移転による支払額 △9,314 △26,245 

法人税等の支払額 △54,043 △49,087 

営業活動によるキャッシュ・フロー 78,624 212,979 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

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 △35,119 △21,276 

有形固定資産の売却による収入 1,012,123 － 

無形固定資産の取得による支出 △19,412 △1,890 

投資有価証券の取得による支出 △9,297 △8,046 

投資有価証券の売却による収入 142,803 520 

貸付けによる支出 △70,000 － 

貸付金の回収による収入 39,200 19,500 

差入保証金の差入による支出 △13,313 △59,407 

差入保証金の回収による収入 123,878 98,955 

保険積立金の積立による支出 △7,026 △45,896 

保険積立金の解約による収入 117,871 77,357 

その他 11,926 △4,433 

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,293,634 55,382 

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 1,150,000 1,250,000 

短期借入金の返済による支出 △2,190,771 △1,068,331 

長期借入れによる収入 100,000 1,550,000 

長期借入金の返済による支出 △284,860 △350,200 

社債の償還による支出 △120,000 △90,000 

リース債務の返済による支出 － △4,628 

長期未払金の返済による支出 △8,520 △8,366 

自己株式の取得による支出 △1,657 △279 

新株予約権の買入消却による支出 － △5,000 

その他 234 53 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,355,574 1,273,248 

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） 16,685 1,541,610 

現金及び現金同等物の期首残高 2,812,201 2,828,886 

現金及び現金同等物の期末残高 2,828,886 4,370,497 
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法

その他有価証券

 時価のあるもの

  期末日の市場価格等に基づく時価

法によっております。なお、評価

差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法によ

っております。

その他有価証券

 時価のあるもの

同左

 時価のないもの

  移動平均法による原価法によって

おります。

 時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法

① 商品

 (イ) 壁装材等内装材料

     総平均法による原価法

① 商品

 (イ) 壁装材等内装材料

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）

 (ロ) 事務用品等

     終仕入原価法

 (ロ) 事務用品等

終仕入原価法（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）

② 貯蔵品 

     終仕入原価法

② 仕掛品

個別法による原価法（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）

③ 貯蔵品

     終仕入原価法
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前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

３ 固定資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産及び賃貸不動産

   定率法(平成10年４月１日以降

に取得した建物(附属設備を除

く)については定額法)によって

おります。なお、主な耐用年数

は以下のとおりであります。

    建物      31年～50年

    工具、器具及び備品 

            ５年～15年

① 有形固定資産及び賃貸不動産（リ

ース資産を除く）

  定率法(平成10年４月１日以降に取

得した建物(附属設備を除く)につ

いては定額法)によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

    建物      31年～50年

    工具、器具及び備品 

            ５年～15年

(追加情報) 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。 

これにより営業利益、経常利益、税引

前当期純利益及び当期純利益はそれぞ

れ８百万円減少しております。

② 無形固定資産

   定額法によっております。な

お、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

    自社利用のソフトウェア

５年

② 無形固定資産（リース資産を除

く）

同左

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

③ 長期前払見本帳費

   「商品見本帳の会計処理」をご

参照下さい。

③ リース資産

  所有権移転ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減

価償却方法と同一の方法によって

おります。 

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年12月31日以前

のリース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

④ 長期前払見本帳費

同左
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前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

４ 引当金の計上基準 ① 貸倒引当金

   債権の貸倒れに備えるため、一

般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等の特定の

債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

   従業員に対する賞与の支給に備

えるため、翌期の賞与支給見込

額のうち当期に負担すべき額を

計上しております。

② 賞与引当金

同左

③ 退職給付引当金

   適格退職年金制度の廃止に伴

い、従業員の退職時に支払う年

金資産の積立額が退職一時金額

に不足する場合の不足額を計上

しております。

③ 退職給付引当金

同左

５ 商品見本帳の会計処理 製作完了前の商品見本帳にかかる製作

費用は、見本帳製作仮勘定として計上

しており、製作完了後の商品見本帳に

かかる製作費用の処理は、次のとおり

であります。

(イ)定期的に改訂を行う商品見本帳の

製作費用は、「長期前払見本帳

費」として計上し、商品見本帳の

改訂時から次期改訂時までの期間

に応じ均等償却を行っておりま

す。

  なお、そのうち１年内に費用とな

るべき額は、流動資産「前払見本

帳費」として計上しております。

同左

(ロ)随時に発行する商品見本帳の製作

費用は、商品見本帳配布時の費用

として計上しており、未配布の商

品見本帳にかかる費用は流動資産

「前払見本帳費」に含めて計上し

ております。

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

――――
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前事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日)

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日)

７ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引について、特

例処理の適用要件を満たしてい

る場合には、特例処理を採用し

ております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限

及び取引限度額を定めた内部規

程に基づき、一部の借入金につ

いて金利変動リスクをヘッジし

ております。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性の評価方法

特例処理の要件を満たしている

ため、ヘッジ有効性の評価を行

っておりません。

④ ヘッジ有効性の評価方法

同左

８ キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲

手許現金、要求払預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価格の変動につい

て僅少なリスクしか負わない、取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する短

期投資からなっております。

同左

９ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方
式を採用しております。

① 消費税等の会計処理

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

(会計方針の変更)

前事業年度
(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日 
  至 平成21年12月31日)

―――― （たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更）

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、当事業年度より「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。

―――― （リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。なお、リー

ス取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。これによる営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益に与える影響は軽微であります。
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(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

（貸借対照表関係） 

「前渡金」は前期まで流動資産の「その他」に含めて

表示しておりましたが、当期において金額的重要性が

増したため、区分掲記しております。 

なお、前期の流動資産の「その他」に含まれている

「前渡金」は7,363千円であります。

（貸借対照表関係） 

前期まで区分掲記しておりました「長期未払金」は金

額的重要性が乏しいため、当期から固定負債の「その

他」に含めて表示しております。 

なお、当期の固定負債の「その他」に含まれている

「長期未払金」は418千円であります。

（損益計算書関係） 

前期まで区分掲記しておりました「受取保険配当金」

は金額的重要性が乏しいため、当期から営業外収益の

「雑収入」に含めて表示しております。 

なお、当期の営業外収益の「雑収入」に含まれている

「受取保険配当金」は０千円であります。

（損益計算書関係）

１前期まで区分掲記しておりました「債務勘定整理

益」は金額的重要性が乏しいため、当期から営業外

収益の「雑収入」に含めて表示しております。 

なお、当期の営業外収益の「雑収入」に含まれてい

る「債務勘定整理益」は331千円であります。

２前期まで区分掲記しておりました「投資有価証券売

却益」は金額的重要性が乏しいため、当期から営業

外収益の「雑収入」に含めて表示しております。 

なお、当期の営業外収益の「雑収入」に含まれてい

る「投資有価証券売却益」は287千円であります。

３前期まで区分掲記しておりました「社債利息」は金

額的重要性が乏しいため、当期から営業外費用の

「支払利息」に含めて表示しております。 

なお、当期の営業外費用の「支払利息」に含まれて

いる「社債利息」は761千円であります。

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「前渡金の増加

額」は、前期まで営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的

重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前期の「その他」に含まれている「前渡金の増

加額」は△7,363千円であります。

――――
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

※１金融機関休業日満期手形については、手形交換日に

入出金の処理を行う方法によっておりますが、平成

20年12月31日は、金融機関の休業日に当たるため、

同日満期手形が次のとおり期末残高に含まれており

ます。

受取手形 108,814千円

支払手形 27,742千円

※１金融機関休業日満期手形については、手形交換日に

入出金の処理を行う方法によっておりますが、平成

21年12月31日は、金融機関の休業日に当たるため、

同日満期手形が次のとおり期末残高に含まれており

ます。

受取手形 44,783千円

支払手形 27,825千円

受取手形割引高 58,630千円

 

 

※２ 担保に供している資産

受取手形 627,166千円

建物 424,867千円

土地 684,214千円

賃貸不動産 157,982千円

計 1,894,230千円

   上記に対応する債務

短期借入金 740,231千円

１年内返済予定の 
長期借入金

108,740千円

長期借入金 150,260千円

計 999,231千円

  上記のほか、営業保証金の代用として投資有価証券

17,699千円を供しております。

 

 

※２ 担保に供している資産

受取手形 483,580千円

建物 437,340千円

土地 697,892千円

賃貸不動産 98,510千円

計 1,717,324千円

   上記に対応する債務

短期借入金 410,900千円

１年内返済予定の
長期借入金

354,184千円

長期借入金 811,856千円

計 1,576,940千円

  上記のほか、営業保証金の代用として投資有価証券

13,627千円を供しております。

 ３ 当座借越契約

  運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座

借越契約を締結しております。これら契約に基づく

当期末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座借越契約の総額 380,898千円

借入実行残高 354,231千円

借入未実行残高 26,667千円

 ３ 当座借越契約

  運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座

借越契約を締結しております。これら契約に基づく

当期末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座借越契約の総額 325,900千円

借入実行残高 325,900千円

借入未実行残高 －千円

 ４ 偶発債務

  従業員12名の銀行からの借入債務に対して債務保証

を行っており、保証債務残高は10,303千円でありま

す。

 ４ 偶発債務

  従業員20名の銀行からの借入債務に対して債務保証

を行っており、保証債務残高は18,781千円でありま

す。

※５ 受取手形割引高 2,568,834千円 ※５ 受取手形割引高 1,479,212千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日)

※１ 見本帳製作等振替高の内訳 ※１ 見本帳製作等振替高の内訳
  商品見本帳製作のための 
  振替高

248,417千円
 商品見本帳製作のための

  振替高
257,996千円

  販売費及び一般管理費への 
  振替高

 販売費及び一般管理費への
  振替高

 

広告宣伝費 177,190千円

その他 7,959千円

計 433,566千円
 

広告宣伝費 98,343千円

その他 5,825千円

計 362,165千円

※２ 減損損失 ※２ 減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。

当事業年度において、当社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しております。

 

 

主な用途 種類 場所
減損損失の金
額(千円)

インテリア
事業用資産

建物、土地 関東地区 36,325

当社は、管理会計上の区分である事業別、地区別を基
礎として、又、賃貸資産、遊休資産については個々の
物件単位ごとに資産グループを決定しております。 
当事業年度において、売却を行った資産グループにつ
いて帳簿価額を正味売却価額まで減損し、当該減少額
を減損損失として特別損失に計上しております。

種類 減損損失の金額(千円)

建物 14,037

土地 22,287

計 36,325

 

主な用途 種類 場所
減損損失の金

額(千円)

インテリア
事業用資産

工具、器具及び備
品

関東地区 64

オフィス事
業用資産

建物、工具、器具
及び備品

関東地区 5,946

当社は、管理会計上の区分である事業別、地区別を基礎
として、又、賃貸資産、遊休資産については個々の物件
単位ごとに資産グループを決定しております。 
当事業年度において、事務所移転を行った資産グループ
について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減
少額を減損損失として特別損失に計上しております。な
お、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額によって
おりますが、転用した資産以外については売却価値がな
かったため、零としております。

種類 減損損失の金額(千円)

建物 5,739

工具、器具及び備品 271

計 6,010
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(注) 普通株式の自己株式の増加及び減少は、単元未満株式の買取り及び買増し請求によるものであります。 

  

 
  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 12,662,100 － － 12,662,100

 Ａ種無議決権 
 種類株式

3,250,000 － － 3,250,000

合計 15,912,100 － － 15,912,100

２ 自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

自己株式

 普通株式 334,370 21,263 4,520 351,113

合計 334,370 21,263 4,520 351,113

３ 新株予約権等に関する事項

新株予約権の 
内訳

新株予約権の目
的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度末
残高(千円)前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

第一回 
新株予約権

Ｂ種無議決権
種類株式

3,250,000 － － 3,250,000 5,000

合計 3,250,000 － － 3,250,000 5,000

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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(注) 普通株式の自己株式の増加及び減少は、単元未満株式の買取り及び買増し請求によるものであります。 

  

 
(注) 新株予約権の減少は、買入消却によるものであります。 

  

該当事項はありません。 

 
  

当事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 12,662,100 － － 12,662,100

 Ａ種無議決権 
 種類株式

3,250,000 － － 3,250,000

合計 15,912,100 － － 15,912,100

２ 自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

自己株式

 普通株式 351,113 2,900 900 353,113

合計 351,113 2,900 900 353,113

３ 新株予約権等に関する事項

新株予約権の 
内訳

新株予約権の目
的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度末
残高(千円)前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

第一回 
新株予約権

Ｂ種無議決権
種類株式

3,250,000 － 3,250,000 － －

合計 3,250,000 － 3,250,000 － －

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年３月30日 

定時株主総会
普通株式 24,617 利益剰余金 2.00 平成21年12月31日 平成22年３月31日

平成22年３月30日 

定時株主総会
Ａ種無議決権
種類株式

6,500 利益剰余金 2.00 平成21年12月31日 平成22年３月31日

合計 31,117 ― ― ― ―
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,828,886千円

現金及び現金同等物 2,828,886千円
 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 4,370,497千円

現金及び現金同等物 4,370,497千円
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

 
 

 
 

 
 

 

  

 

  

 

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

ファイナンス・リース取引 

1.所有権移転ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容
無形固定資産

ソフトウェアであります。
(2) リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方
法」に記載のとおりであります。

2.所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容

① 有形固定資産
主としてインテリア事業における倉庫設備、
事務機器等であります。

② 無形固定資産
ソフトウェアであります。

(2) リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方
法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年12月31日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっており、その内

容は次のとおりであります。

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残

高相当額

 

取得価額 

相当額 

(千円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円)

減損損失累

計額 

相当額 

(千円)

期末残高 

相当額 

(千円)

機械及び装置 1,102,268 290,978 101,516 709,773

工具、器具及び

備品
369,965 208,353 71,097 90,514

ソフトウェア 201,630 142,840 － 58,790

合計 1,673,863 642,172 172,613 859,078

取得価額 

相当額 

(千円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円)

減損損失累

計額 

相当額 

(千円)

期末残高 

相当額 

(千円)

機械及び装置 1,080,380 466,883 101,516 511,980

工具、器具及び

備品
238,669 125,736 71,097 41,835

ソフトウェア 182,071 161,548 － 20,522

合計 1,501,120 754,168 172,613 574,339

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 323,263千円

１年超 640,790千円

合計 964,054千円

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 260,012千円

１年超 375,219千円

合計 635,232千円

リース資産減損勘定の期末残高    85,091千円 ③ リース資産減損勘定の期末残高  41,331千円

 

 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 383,855千円

リース資産減損勘定の取崩額 44,970千円

減価償却費相当額 314,884千円

支払利息相当額 30,238千円

減損損失 －千円

④ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

支払リース料 345,028千円

リース資産減損勘定の取崩額 43,760千円

減価償却費相当額 279,001千円

支払利息相当額 23,191千円

減損損失 －千円

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

⑤ 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 

⑥ 利息相当額の算定方法

同左
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前事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 
当事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

売却損益の合計金額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

  

 
  

(注) 

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度
（平成20年12月31日）

当事業年度
（平成21年12月31日）

取得原価 
(千円)

貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)
取得原価
(千円)

貸借対照表 
計上額(千円)

差額(千円)

貸借対照表計上額が取 
得原価を超えるもの

 ① 株式 72,438 147,591 75,152 90,400 168,352 77,951

 ② 債券 － － － － － －

 ③ その他 － － － － － －

小計 72,438 147,591 75,152 90,400 168,352 77,951

貸借対照表計上額が取 
得原価を超えないもの

 ① 株式 74,572 62,274 △12,298 58,026 40,321 △17,704

 ② 債券 － － － － － －

 ③ その他 － － － － － －

小計 74,572 62,274 △12,298 58,026 40,321 △17,704

合計 147,011 209,865 62,854 148,427 208,674 60,246

２ 前事業年度及び当該事業年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

142,803 111,423 －

３ 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

種類

前事業年度
（平成20年12月31日）

当事業年度
（平成21年12月31日）

貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 13,241 13,241

計 13,241 13,241

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当期において、その他有価証券で時価のある株式につ

いて7,270千円の減損処理を行っております。 

有価証券の減損にあたっては時価が取得原価に比べて

50％以上下落した場合には、回復する見込みのないほ

ど著しい下落があったものとみなして、減損処理を行

っております。 

また、取得原価に対する個々の銘柄の有価証券の時価

の下落率が２期連続で30％以上50％未満であった場合

にも、当該有価証券は回復する見込みのないほど著し

い下落であるものとみなして、減損処理を行います。

当期において、その他有価証券で時価のある株式につい

て6,398千円の減損処理を行っております。 

有価証券の減損にあたっては時価が取得原価に比べて

50％以上下落した場合には、回復する見込みのないほど

著しい下落があったものとみなして、減損処理を行って

おります。 

また、取得原価に対する個々の銘柄の有価証券の時価の

下落率が２期連続で30％以上50％未満であった場合に

も、当該有価証券は回復する見込みのないほど著しい下

落であるものとみなして、減損処理を行います。
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デリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

  

デリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(1) 取引の内容

デリバティブ取引として、金利スワップ取引を

利用しております。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に関する取組方針

デリバティブ取引は、将来の金利変動リスクを

ヘッジすることを目的としており、投機的及び

短期的な売買取引は行わない方針であります。

(2) 取引に関する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

金利スワップ取引は、借入金利の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避す

る目的で利用しております。

① ヘッジ会計の方法

金利スワップについて特例処理の適用要件

を満たしている場合には、特例処理を採用

しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  金利スワップ

ヘッジ対象  借入金

③ ヘッジ方針

一部の借入金について金利変動リスクをヘ

ッジしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

特例処理の要件を満たしているため、ヘッ

ジ有効性の評価を行っておりません。

(3) 取引の利用目的

同左 

  

 

① ヘッジ会計の方法

同左 

  

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

同左 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引の契約先は、いずれも信用度

の高い国内の金融機関であるため、契約不履行

によるリスクもほとんどないものと認識してお

ります。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引に関する権限及び取引限度額

を定めた内部規定に基づき、担当役員及び社長

の承認を受けた後、経理部にて実行、管理され

ております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

取引の時価等に関する事項についての契約額等

は、あくまでデリバティブ取引における名目的

な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ

取引に係る市場リスク量、又は信用リスク量を

示すものではありません。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２ 取引の時価等に関する事項

前事業年度(平成20年12月31日)

当事業年度(平成21年12月31日)
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前事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

(持分法投資損益等)
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(注) １ 顧問料は、取引相場を勘案して決定しております。 

２ 取引金額は消費税等を含んでおりません。 

  

 

(注) １ 当社役員山田大補及びその近親者が議決権の100％を直接保有しております。 

２ 賃借料は、近隣の取引実勢を勘案して決定しております。 

３ 取引金額は消費税等を含まず、前払費用の期末残高は消費税等を含んでおります。 

  

 

(注) １ 価格その他の取引条件は市場実勢を参考に、価格交渉の上で決定しております。 

２ 取引金額は消費税等を含まず、買掛金の期末残高は消費税等を含んでおります。 

  

(関連当事者情報)

前事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

１ 役員及び個人主要株主等

属性 氏名 職業

議決権等 
の所有 
割合 
(％)

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

監査役 山口健一 弁護士 － 顧問料の支
払

1,200 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

属性
会社等 
の名称

住所

資本金 
又は 

出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 

割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及 び
その 近親
者が 議決
権の 過半
数を 所有
する 会社
等(当該会
社等 の子
会社 を含
む)

㈲ヤマサ
カエ商事

東京都 
狛江市

40,600 不動産 
管理業

被所有 

直接19.3

兼任
１名

倉庫の
賃借

建物の賃借 9,714 前払費用 
  
差入 
保証金

850

10,200

取引条件及び取引条件の決定方針等

当事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

１ 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等 
 の名称

住所

資本金 
又は 

出資金 
(百万円)

事業の内容 
 又は職業

議決権等
 の所有 
 (被所有) 
 割合 
 (％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
 (千円)

科目
期末残高
 (千円)

主要株 主
（法人）

豊田通商
㈱

愛知県
名古屋
市

64,936 各種物品の
国内取引、
輸 出 入 取
引、外国間
取引、建設
工事請負、
各種保険代
理業務 等

被所有 

直接 15.8 

(注)Ａ種無議決

権種類株式を含

めて算定してお

ります。

商品の仕入・
販売 
役員の兼任１
名

商品の仕入 3,723,878 買掛金 1,294,563

取引条件及び取引条件の決定方針等

２ 役員及び個人主要株主等

属性
会社等  

の名称又は
氏名

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 
割合 
(％)

関連当事者
との関係 

 
取引の内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高 
(千円)

役員及びそ
の近親者

山田大補 当社取締役 被所有 
直接 7.8 
(注)Ａ種無議決
権種類株式を含
めて算定してお
ります。

倉庫の貸
借

建物の賃借 3,238 前払費用
未収入金 
差入保証金

595 
255 

10,200
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(注) １ 賃借料は、近隣の取引実勢を参考に、価格交渉の上で決定しております。 

２ 山田大補は平成21年８月31日付けをもって、有限会社ヤマサカエ商事より本物件の譲渡を受けております。

尚、当事業年度中における当社と有限会社ヤマサカエ商事との取引金額は6,476千円であり、期末残高はあ

りません。 

３ 取引金額は消費税等を含まず、前払費用及び未収入金の期末残高は消費税等を含んでおります。 

  
（追加情報） 

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連当事者

の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

  

 
  

取引条件及び取引条件の決定方針等

(税効果会計関係)

前事業年度
（平成20年12月31日）

当事業年度
（平成21年12月31日）

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 税務上の繰越欠損金 528,487千円

 退職給付引当金 183,687

 貸倒引当金 78,153

 未払事業税 6,808

 差入保証金評価損 60,224

 商品評価損 72,717

 賞与引当金 55,384

 未払事業所税 13,335

 減損損失 74,761

 その他 4,375

繰延税金資産小計 1,077,931

評価性引当額 △1,077,931

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 25,518

繰延税金負債合計 25,518

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 493,532千円

退職給付引当金 177,473

貸倒引当金 76,794

未払事業税 6,403

差入保証金評価損 60,228

商品評価損 66,137

賞与引当金 27,857

未払賞与 27,857

未払事業所税 13,197

減損損失 27,172

その他 13,920

繰延税金資産小計 990,575

評価性引当額 △990,575

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 24,460

繰延税金負債合計 24,460

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の原因となった主な原因別

の内訳

法定実効税率 40.6％

交際費等永久に損金に
算入されない項目

6.7

住民税均等割額 24.4

評価性引当額 △100.5

その他 △1.4

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

△30.2

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の原因となった主な原因別の

内訳

法定実効税率 40.6％

交際費等永久に損金に
算入されない項目

9.6

住民税均等割額 32.5

評価性引当額 △49.6

その他 △0.6

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

32.5
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前事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、平成15年４月より適格退職年金制度から確定拠出金制度と前払金制度のいずれかを選択する

制度に移行しております。 

なお、従来の適格退職年金制度については、平成15年３月31日現在における退職一時金額を確定し、

年金資産を従業員に分配するとともに、年金資産が退職一時金額に不足する場合の不足額は退職時に支

払うこととしております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

当事業年度末における退職給付引当金452,431千円は、「１ 採用している退職給付制度の概要」に

記載した年金資産が退職一時金額に不足する場合の当該不足額であります。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、平成15年４月より適格退職年金制度から確定拠出金制度と前払金制度のいずれかを選択する

制度に移行しております。 

なお、従来の適格退職年金制度については、平成15年３月31日現在における退職一時金額を確定し、

年金資産を従業員に分配するとともに、年金資産が退職一時金額に不足する場合の不足額は退職時に支

払うこととしております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

当事業年度末における退職給付引当金437,126千円は、「１ 採用している退職給付制度の概要」に

記載した年金資産が退職一時金額に不足する場合の当該不足額であります。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(退職給付関係)

（1）前払金支給額 75,190千円

（2）確定拠出金への掛金支払額 27,827千円

   退職給付費用合計 103,017千円

（1）前払金支給額 82,995千円

（2）確定拠出金への掛金支払額 25,611千円

   退職給付費用合計 108,606千円
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前事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

 
(注)１. １株当たり純資産額は、Ａ種無議決権種類株式の発行済株式数3,250,000株を含めて算定しております。 

   ２.  １株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
（注） Ａ種無議決権種類株式の期中平均株式数は、当事業年度より転換仮定方式に準じて算定しております。 

  

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 485円19銭 １株当たり純資産額 491円95銭

１株当たり当期純利益 16円98銭 １株当たり当期純利益 6円47銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式は存在するものの、希薄化効果を有しないため記載

しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり当期純利益

 当期純利益（千円） 264,514 105,986

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る当期純利益（千円） 264,514 105,986

 普通株式の期中平均株式数の種類別内訳 
 （株） 
       普通株式 
       Ａ種無議決権種類株式 
       計

12,325,572
3,250,000 
15,575,572

12,309,908
4,062,500 
16,372,408

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要

第１回新株予約権（新株予約
権の数50個）。

―――
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

――――― ―――――

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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