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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 7,800 △12.6 △179 ― △191 ― △201 ―

21年12月期第1四半期 8,925 △18.5 △190 ― △212 ― △226 ―

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12月期第1四半期 △12.29 ―

21年12月期第1四半期 △13.83 ―

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12月期第1四半期 19,468 7,433 38.2 477.79
21年12月期 20,051 7,654 38.2 491.95

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  7,433百万円 21年12月期  7,654百万円

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12月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成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）

（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

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) 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、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。 

(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） 

（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) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年12月期第1四半期 12,662,100株 21年12月期  12,662,100株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  353,313株 21年12月期  353,113株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 12,308,893株 21年12月期第1四半期 12,310,834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、４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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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出関連や景気対策による一部企業に業績回復の兆しが

見られるものの、デフレ傾向は長期化の様相を見せており、企業の設備投資や雇用意欲が明確に持ち直す

には相当の期間を要すると考えられ、厳しい状況が続いております。 

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、ようやく底打ち感を得たもの

の、依然として前年同月対比でマイナス推移を続けており、先行きも低水準で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同期比12.6％減の7,800百万円となりました。 

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、３月に施工性はもとより

仕上がりの美しさも重視した見本帳“らくらくリフォーム”を発行、カーテンは２月にあらゆる年代のユ

ーザーに満足いただける多彩な商品を取り揃えた見本帳“サーラ”を発行、床材は３月に様々な住宅用床

材を収録した見本帳“クッションフロア”を発行した他、壁装材見本帳“Ｖ－ウォール”、カーテン見本

帳“ファブリックデコ”等を増冊発行し拡販に努め、売上高は前年同期比11.3％減の6,690百万円となり

ました。 

一方、オフィス事業につきましては、顧客企業のリニューアル、移転等に対する投資意欲は回復を見せ

ないまま推移し、売上高は前年同期比19.7％減の1,109百万円となりました。 

利益面におきましては、インテリア事業、オフィス事業共に原価削減のための様々な施策を実行し、売

上原価率は前年同期比改善をしており、売上総利益は前年同期比6.6％減の2,024百万円となりました。販

売費及び一般管理費は、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、前年同期

比6.6％減の2,203百万円となり、営業損失179百万円、経常損失191百万円、税引前四半期純損失190百万

円、四半期純損失201百万円となりました。 

  

（資産、負債、純資産の状況） 

当第１四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比583百万円減の19,468百万円となりました。 

流動資産は前事業年度末比620百万円減の13,299百万円となりました。これは売掛金の増加（292百万

円）等の増加要因はありましたが、主に現金及び預金の減少（1,062百万円）等によるものであります。

固定資産は前事業年度末比36百万円増の6,169百万円となりました。 

負債総額は前事業年度末比362百万円減の12,034百万円となりました。流動負債は前事業年度末比240百

万円減の10,730百万円となりました。これは固定資産購入等支払手形の増加（258百万円）等の増加要因

はありましたが、主に短期借入金の減少（280百万円）、買掛金の減少（160百万円）等によるものであり

ます。固定負債は前事業年度末比122百万円減の1,304百万円となりました。これは主に長期借入金の減少

（153百万円）によるものであります。 

純資産は前事業年度末比220百万円減の7,433百万円となりました。これは主に四半期純損失の計上

（201百万円）によるものであります。なお、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） 

当第１四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主要因はつぎのとおりであります。 

当第１四半期会計期間末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1,062百万円減少し、3,307百万円となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当第１四半期累計期間における営業活動により使用した資金は、前事業年度末と比較して859百万円増

加し、646百万円となりました。これは、固定資産購入等支払手形の増加（258百万円）等の増加要因はあ

りましたが、仕入債務の減少（259百万円）、売上債権の増加（240百万円）、税引前四半期純損失（190

百万円）等の減少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＞ 

当第１四半期累計期間における投資活動により得た資金は、前事業年度末と比較して21百万円減少し、

34百万円となりました。これは、主に差入保証金の回収（48百万円）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＞ 

当第１四半期累計期間における財務活動により使用した資金は、前事業年度末と比較して1,723百万円

増加し、450百万円となりました。これは、主に短期借入金の返済（480百万円）、長期借入金の返済

（140百万円）によるものであります。 

  

平成22年12月期の第２四半期累計期間及び通期業績予想につきましては、平成22年２月12日に開示いた

しました「平成21年12月期決算短信」に記載した業績予想に変更はありません。 

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、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当社が判断したものであり、実際の業績予想は今後発生する様々な要因により、大き

く結果が異なる可能性があります。 

  

たな卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

工事契約に関する会計基準の適用 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、当第１

四半期会計期間より、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用

し、当第１四半期会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期会計期間末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

を、その他の工事については工事完成基準を適用することとしております。 

 なお、当第１四半期会計期間末においては、工事進行基準を適用している工事がないため、これに

よる売上高、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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１四半期会計期間末
(平成22年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,307,907 4,370,497

受取手形及び売掛金 6,249,063 6,008,793

商品 2,070,990 1,965,966

その他 1,699,561 1,603,207

貸倒引当金 △28,364 △29,170

流動資産合計 13,299,158 13,919,295

固定資産

有形固定資産 2,297,309 2,314,860

無形固定資産 100,727 88,512

投資その他の資産

差入保証金 2,356,677 2,401,738

その他 1,780,386 1,695,203

貸倒引当金 △365,575 △367,738

投資その他の資産合計 3,771,488 3,729,203

固定資産合計 6,169,524 6,132,576

資産合計 19,468,683 20,051,871

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,354,847 8,614,604

短期借入金 650,900 930,900

1年内返済予定の長期借入金 566,688 554,444

未払法人税等 19,887 65,504

賞与引当金 118,840 68,614

その他 1,019,520 737,015

流動負債合計 10,730,683 10,971,082

固定負債

長期借入金 751,256 904,356

退職給付引当金 437,126 437,126

その他 115,781 85,105

固定負債合計 1,304,164 1,426,587

負債合計 12,034,847 12,397,670
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(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 3,617,764 3,617,764

利益剰余金 491,523 723,836

自己株式 △58,708 △58,686

株主資本合計 7,386,079 7,618,414

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 47,755 35,786

評価・換算差額等合計 47,755 35,786

純資産合計 7,433,835 7,654,201

負債純資産合計 19,468,683 20,051,871
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 8,925,861 7,800,048

売上原価 6,757,916 5,775,573

売上総利益 2,167,944 2,024,474

販売費及び一般管理費 2,358,899 2,203,873

営業損失（△） △190,954 △179,398

営業外収益

受取利息 2,574 1,976

受取配当金 731 747

不動産賃貸料 7,582 6,948

助成金収入 － 6,347

その他 4,687 5,541

営業外収益合計 15,576 21,561

営業外費用

支払利息 6,171 12,654

手形売却損 22,484 14,597

その他 8,481 6,820

営業外費用合計 37,137 34,072

経常損失（△） △212,515 △191,908

特別利益

貸倒引当金戻入額 6,561 1,049

特別利益合計 6,561 1,049

特別損失

投資有価証券評価損 6,398 －

特別損失合計 6,398 －

税引前四半期純損失（△） △212,352 △190,859

法人税、住民税及び事業税 14,080 10,335

法人税等調整額 － －

法人税等合計 14,080 10,335

四半期純損失（△） △226,432 △201,195
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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１四半期累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △212,352 △190,859

減価償却費 17,050 17,751

ソフトウエア償却費 6,626 6,231

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,773 △2,968

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,239 50,226

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,545 －

受取利息及び受取配当金 △3,306 △2,723

支払利息 6,171 12,654

売上債権の増減額（△は増加） 1,481,546 △240,270

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,267 △19,761

前渡金の増減額（△は増加） 75,651 －

未収入金の増減額（△は増加） 60,633 △39,907

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）

△11,184 △186,683

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2,311 2,198

仕入債務の増減額（△は減少） △2,089,004 △259,756

未払金の増減額（△は減少） △240,037 53,361

未払消費税等の増減額（△は減少） △74,690 △50,856

固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） △2,261 258,909

その他 △11,159 4,903

小計 △1,042,352 △587,551

利息及び配当金の受取額 5,573 4,972

利息の支払額 △10,461 △14,932

法人税等の支払額 △49,590 △49,007

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,096,830 △646,519

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 △324 △325

無形固定資産の取得による支出 － △8,646

投資有価証券の取得による支出 △1,907 △1,946

投資有価証券の売却による収入 520 －

貸付金の回収による収入 4,875 4,424

差入保証金の差入による支出 △23,133 △3,091

差入保証金の回収による収入 10,639 48,151

保険積立金の積立による支出 △1,474 △1,533

その他 △902 △2,950

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,708 34,082
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（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31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 200,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △425,001 △480,000

長期借入れによる収入 1,150,000 －

長期借入金の返済による支出 △46,710 △140,856

社債の償還による支出 △30,000 －

リース債務の返済による支出 － △2,169

長期未払金の返済による支出 △2,200 △1,107

自己株式の取得による支出 △60 △21

配当金の支払額 － △25,999

新株予約権の買入消却による支出 △5,000 －

その他 71 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 841,098 △450,154

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） △267,439 △1,062,590

現金及び現金同等物の期首残高 2,828,886 4,370,497

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,561,447 3,307,907
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当第１四半期累計期間（ 自平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間（ 自平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

記載すべき事項はありません。 

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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