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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 53,030 0.9 2,496 △4.5 2,660 △5.4 1,417 △2.6
22年3月期第2四半期 52,578 △8.1 2,612 6.7 2,813 7.3 1,455 △1.7

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

23年3月期第2四半期 35.33 ―
22年3月期第2四半期 36.27 ―

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

23年3月期第2四半期 134,133 116,747 87.0 2,909.70
22年3月期 136,555 117,139 85.8 2,919.46

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  116,747百万円 22年3月期  117,139百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 37.50 ― 37.50 75.00
23年3月期 ― 37.50
23年3月期 

（予想）
― 37.50 75.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 111,500 2.7 6,200 9.8 6,500 7.5 3,600 14.7 89.72



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  

※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。  

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q  40,188,240株 22年3月期  40,188,240株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  64,736株 22年3月期  64,575株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  40,123,614株 22年3月期2Q  40,124,325株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成22年４月１日～９月30日）の経済環境は、企業収益の改善傾向な

ど持ち直しの兆しが現れているものの、円高、厳しい雇用、所得減少等のため、全体としては依

然停滞したまま推移しました。住宅市場では、首都圏の上半期マンション発売戸数が低水準なが

らも５年ぶりに前年実績を上回り、新設住宅着工戸数は６月から３か月連続して増加し、４月か

ら８月までの累計では前年比4.0％増と緩やかな回復傾向にあります。 

このような状況の中、当社グループは多様な新商品を発売し、良品廉価を貫くとともに、新設

住宅着工戸数に影響を受けない非住宅市場やリフォーム市場などの深耕開拓、販路の拡大などき

め細かな営業活動を展開しました。これにより当第２四半期の連結業績は、売上高53,030百万円

（前年同期比0.9％増）、営業利益2,496百万円（同4.5％減）、経常利益2,660百万円（同5.4％

減）、四半期純利益1,417百万円（同2.6％減）となりました。 

（インテリア事業） 

インテリア事業では、東京ショールーム「クレリア」を６月に全面リニューアルオープンし、

多彩なデザイン、素材、機能を分かりやすくご覧いただけるショールームとして、商品提案力の

強化を図っております。 

壁装材では、４月に中間価格帯の商品を収録した見本帳「リザーブ１０００」を改訂。収録品

は全てシックハウス規制の最上位認定品とし、新たにディズニーキャラクターの壁紙を収録する

など収録点数の半数近くを新商品として発売しました。 

カーテンにつきましては、５月にロールスクリーンやタテ型ブラインド、木製ブラインドなど

を収録した見本帳「ウィンドウコレクション vol.６」、６月には、オーダーカーテンをより身

近なものとしてお求めやすくした見本帳「Ｗｉｓｈ vol.２」を発行しました。 

床材では、５月発売のフロアシート「住宅用」、７月発売の「各種施設用」がいずれも好評を

得て売上が伸長しました。また８月には、吸音性や防汚性などの優れた機能性と高い意匠性を兼

ね備えたカーペットの見本帳「カーペット総合」と、汎用品をセレクトした「カーペット５００

０」を改訂発行しました。 

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

45,967百万円（前年同期比0.7％増）、営業利益は2,569百万円（同6.8％減）となりました。 

（エクステリア事業） 

エクステリア業界は、新築住宅数に大きく影響を受け、企業間競争の激化など厳しい状況が続

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、エクステリア事業における売上高は5,585百万円（前年同期比0.3％減）、営業利益は

27百万円（同7.4％増）となりました。 

（照明器具事業） 

照明器具事業では、可動式アームスタンドの代名詞「Ｚライト」やＬＥＤ照明を拡充したカタ

ログを発刊。その拡販などに注力した結果、売上高は1,483百万円（前年同期比12.9％増）、営

業損失は99百万円（前年同期は175百万円の営業損失）となりました。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末における総資産は、前期末に比べて2,421百万円減少し、134,133百万円となり

ました。主な減少要因は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116,747百万円となり自己資本比率は87.0％となりました。 

現金及び現金同等物は、前期末に比べ904百万円減少し、20,556百万円となりました。 

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは2,160百万円となりました。これは主に、税金

等調整前四半期純利益2,558百万円による収入などがあったこと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1,500百万円となりました。これは主に、投資

有価証券の期限償還額と取得による支出との差額支出1,130百万円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1,524百万円となりました。これは主に、配当

金の支払によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成22年５月12日発表のとおりで変更はありません。 

   

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。   

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（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。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

  これによる損益への影響はありません。   

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,928 23,081

受取手形及び売掛金 33,772 36,196

有価証券 22,047 22,078

商品及び製品 7,527 6,498

原材料及び貯蔵品 927 1,135

その他 759 998

貸倒引当金 △265 △247

流動資産合計 88,698 89,742

固定資産   

有形固定資産   

土地 19,609 19,609

その他（純額） 8,982 9,406

有形固定資産合計 28,592 29,016

無形固定資産   

のれん － 78

その他 599 688

無形固定資産合計 599 766

投資その他の資産   

投資有価証券 3,056 3,879

その他 13,893 13,888

貸倒引当金 △705 △738

投資その他の資産合計 16,244 17,029

固定資産合計 45,435 46,812

資産合計 134,133 136,555



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,978 10,989

1年内返済予定の長期借入金 22 22

未払法人税等 1,147 1,822

賞与引当金 859 858

その他 1,749 2,145

流動負債合計 13,756 15,837

固定負債   

長期借入金 172 183

退職給付引当金 2,120 2,079

役員退職慰労引当金 66 81

長期未払金 952 952

その他 319 281

固定負債合計 3,630 3,578

負債合計 17,386 19,415

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 82,886 82,973

自己株式 △121 △121

株主資本合計 116,386 116,474

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 360 665

評価・換算差額等合計 360 665

純資産合計 116,747 117,139

負債純資産合計 134,133 136,555



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 52,578 53,030

売上原価 36,963 37,368

売上総利益 15,615 15,661

販売費及び一般管理費 13,002 13,165

営業利益 2,612 2,496

営業外収益   

受取利息 60 25

受取配当金 26 32

不動産賃貸料 48 60

その他 83 108

営業外収益合計 219 226

営業外費用   

支払利息 3 1

不動産賃貸費用 6 6

為替差損 3 51

その他 5 1

営業外費用合計 18 61

経常利益 2,813 2,660

特別利益   

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 0 1

特別利益合計 0 2

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 12 56

投資有価証券評価損 57 46

その他 0 0

特別損失合計 71 104

税金等調整前四半期純利益 2,742 2,558

法人税、住民税及び事業税 1,277 1,085

法人税等調整額 9 56

法人税等合計 1,287 1,141

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,417

四半期純利益 1,455 1,417



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 2,742 2,558

減価償却費 718 652

のれん償却額 78 78

貸倒引当金の増減額（△は減少） △223 △14

賞与引当金の増減額（△は減少） △18 1

受取利息及び受取配当金 △86 △57

支払利息 3 1

売上債権の増減額（△は増加） 5,965 2,424

たな卸資産の増減額（△は増加） △698 △820

仕入債務の増減額（△は減少） △1,334 △1,010

その他 287 △83

小計 7,434 3,730

利息及び配当金の受取額 114 125

利息の支払額 △2 △2

法人税等の支払額 △992 △1,693

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,554 2,160

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 △3,611 △3,372

定期預金の払戻による収入 1,061 3,121

有形固定資産の取得による支出 △1,252 △137

投資有価証券の取得による支出 △8,051 △9,130

投資有価証券の償還による収入 9,000 8,000

保険積立金の積立による支出 △97 △716

保険積立金の解約による収入 27 456

差入保証金の回収による収入 9 339

その他 △31 △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,945 △1,500

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 △10 △10

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △1,505 △1,506

その他 △6 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,524 △1,524

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,083 △904

現金及び現金同等物の期首残高 21,174 21,460

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,258 20,556



（４）継続企業の前提に関する注記  

該当事項はありません。 

    

（５）セグメント情報  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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。 

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  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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。  

  

〔海外売上高〕 

前第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、記載を省略しております。   

  

  
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  45,659  5,604  1,314  52,578  －  52,578

営業利益又は 
営業損失（△） 

 2,757  25  △175  2,607  5  2,612



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、分離された財務情報が

入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討

を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、事業会社ごとに取扱商品やサービスが異なっており、「インテリア事業」

は当社が、「エクステリア事業」は株式会社サングリーンが、「照明器具事業」は山田照明株

式会社が、それぞれ展開しています。各社はグループとして必要な情報を共有し、販売上の協

力体制を取りながら、個々に戦略を立案して事業活動を行い、当社取締役会では各事業会社か

ら受けた経営成績、財務情報の報告を基礎として、意思決定や業績評価を行っております。 

したがって、当社グループは事業会社単位を基礎としたセグメントから構成されており、

「インテリア事業」、「エクステリア事業」、「照明器具事業」の３つを報告セグメントとし

ております。 

「インテリア事業」は壁装材、カーテン、床材等のインテリア商品を、「エクステリア事

業」は門扉、フェンス、テラス等のエクステリア商品を、「照明器具事業」はダウンライト、

Ｚライト等の一般照明器具を販売しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（注）１．セグメント利益の調整額は、全てセグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準

第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

（６）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。  

  

   

  （単位：百万円）

  インテリア 
事業 

エクステリ
ア事業 

照明器具
事業 

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高           

外部顧客への売上高  45,967  5,585  1,477  －  53,030

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 －  －  6  △6  －

計  45,967  5,585    1,483  △6  53,030

セグメント利益又は 
損失（△） 

 2,569  27  △99  △1  2,496
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