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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 15,371 △0.7 596 41.1 682 45.2 263 △20.3
22年3月期第2四半期 15,482 △0.5 422 40.0 469 86.1 331 ―

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 22.81 22.31
22年3月期第2四半期 28.62 28.02

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 13,813 5,810 40.3 481.60
22年3月期 12,574 5,793 44.3 482.04

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  5,568百万円 22年3月期  5,574百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 15.00 15.00

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 32,500 3.9 1,240 5.4 1,300 1.7 610 △22.4 52.75



(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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「1.当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「2.その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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 12,764,732株 22年3月期  12,764,732株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,202,263株 22年3月期  1,200,362株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 11,563,275株 22年3月期2Q 11,568,319株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

   当第2四半期のわが国経済は、引き続き景気の持ち直し局面にはあるものの、雇用環境に改善の兆しが見られ 

  ず、経済対策の効果にも陰りが見られ始めており、回復のペースが鈍化し始めました。一段の円高進行も加わっ 

  て、先行きに不透明感が漂う状況となっています。 

   こうした状況下、当第2四半期連結累計期間の売上高は、アジア商社拠点の売上減少および円相場上昇による円 

  換算額の減少を国内単体の売上増で補いきれず、前年同期比0.7％減少の153億7千1百万円となりました。 

   利益面では、売上総利益率の改善により売上総利益が10.0％増加した一方、販売費及び一般管理費が前年比 

  6.1％の増加に留まったことから、営業利益は前年同期比41.1％増加の5億9千6百万円となりました。経常利益は、

  為替差益等が加わり、前年同期比45.2%増加の6億8千2百万円となりました。四半期純利益につきましては、台湾子

  会社の事務所売却に係る特別利益を計上した一方、特別損失として投資有価証券評価損を計上したことから、前年

  同期比20.3%減少の2億6千3百万円となりました。 

    

   セグメント別の業績は次のとおりです。 

  （家具・家庭用品事業） 

   家具・家庭用品事業については、国内向けのリビング家具、携帯端末商材等の売上や米国向け新規キッチン用品

  の売上が堅調に推移しましたが、欧州経済低迷の影響を受けて欧州向け家具およびキッチン用品の売上が減少しま

  した。この結果、家具・家庭用品事業の売上高は66億5千万円、セグメント利益は売上総利益率の改善等により3億

  2千5百万円となりました。 

  

  （服飾雑貨事業） 

   服飾雑貨事業については、ドイツ製コンフォートシューズ「ビルケンシュトック」の売上が直営店舗の拡充効果

  により増加した一方、その他売上は、ほぼ前年並みを維持しました。この結果、服飾雑貨事業の売上高は41億8千2

  百万円、セグメント利益は売上総利益率の改善等により4億3千7百万円となりました。 

   

  （家電事業） 

   家電事業については、小物生活家電の国内売上などが堅調に推移したことから、売上高は26億7千9百万円となり

  ました。セグメント利益は、三發電器製造廠有限公司における新製品開発に係る計画外の経費増に、棚卸資産の未

  実現利益消去額が大きかったことから、3千1百万円の営業損失となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

   当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ12億3千8百万円増加の138億1千3百万円となり

  ました。主な資産の変動は、「商品及び製品」が5億7千1百万円、「建物及び構築物」が4億7百万円それぞれ増加

  したことによります。主な負債の変動は、「短期借入金」が15億3千1百万円増加した一方、「支払手形及び買掛 

  金」が1億1千5百万円、「未払法人税等」が1億2千9百万円それぞれ減少したことによります。主な純資産の変動 

  は、「利益剰余金」が9千万円増加し、「繰延ヘッジ損益」等の評価・換算差額等の含み損が9千5百万円増加した 

  ことによります。 

   この結果、自己資本比率は40.3％、１株当たり純資産は481円60銭となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   平成23年3月期通期（連結・個別）の業績予想につきましては、平成22年5月14日に公表いたしました業績予想に

  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 

① 固定資産の減価償却の算定方法 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。 

② 棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して前連結会計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。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



③ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第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。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ9百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は52百万円減少して 

おります。 

  

② 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年3月10日公表分）

及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年3月10日）を適用し

ております。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  
  

  



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,756,511 1,710,228

受取手形及び売掛金 3,805,718 3,512,299

有価証券 11,680 13,280

商品及び製品 3,092,255 2,521,189

仕掛品 68,721 68,810

原材料及び貯蔵品 240,958 236,102

その他 789,312 675,542

貸倒引当金 △7,447 △9,615

流動資産合計 9,757,709 8,727,836

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,641,148 1,421,395

減価償却累計額 △800,801 △988,270

建物及び構築物（純額） 840,347 433,124

機械装置及び運搬具 427,760 431,027

減価償却累計額 △279,558 △286,957

機械装置及び運搬具（純額） 148,202 144,070

土地 827,502 842,845

建設仮勘定 7,904 24,057

その他 504,155 581,484

減価償却累計額 △377,110 △461,441

その他（純額） 127,044 120,043

有形固定資産合計 1,951,001 1,564,141

無形固定資産 376,411 384,682

投資その他の資産   

投資有価証券 1,122,157 1,187,190

その他 653,700 759,969

貸倒引当金 △47,908 △49,403

投資その他の資産合計 1,727,949 1,897,756

固定資産合計 4,055,362 3,846,580

資産合計 13,813,071 12,574,416



（単位：千円）

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 1,344,311 1,460,051

短期借入金 4,124,990 2,593,306

未払法人税等 141,429 271,160

賞与引当金 206,919 270,859

建物等除却損失引当金 102,903 120,975

その他の引当金 32,788 33,426

その他 1,597,056 1,530,773

流動負債合計 7,550,398 6,280,552

固定負債   

退職給付引当金 165,647 225,580

その他の引当金 13,975 16,467

資産除去債務 30,836 －

その他 241,783 258,520

固定負債合計 452,242 500,568

負債合計 8,002,641 6,781,121

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,914 1,000,914

資本剰余金 645,678 645,678

利益剰余金 4,958,419 4,868,121

自己株式 △311,890 △311,268

株主資本合計 6,293,122 6,203,446

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43,388 △96,424

繰延ヘッジ損益 △54,498 33,483

土地再評価差額金 53,080 53,080

為替換算調整勘定 △679,788 △619,119

評価・換算差額等合計 △724,595 △628,979

新株予約権 71,474 50,361

少数株主持分 170,428 168,468

純資産合計 5,810,430 5,793,295

負債純資産合計 13,813,071 12,574,416



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 15,482,512 15,371,269

売上原価 11,670,152 11,178,308

売上総利益 3,812,360 4,192,961

販売費及び一般管理費   

販売費 559,942 638,722

一般管理費 2,830,002 2,958,055

販売費及び一般管理費合計 3,389,944 3,596,778

営業利益 422,415 596,182

営業外収益   

受取利息 751 1,183

受取配当金 8,823 9,372

為替差益 14,482 35,417

デリバティブ評価益 6,855 －

持分法による投資利益 34,800 45,873

その他 9,185 12,322

営業外収益合計 74,898 104,168

営業外費用   

支払利息 25,645 16,818

その他 1,691 1,243

営業外費用合計 27,337 18,062

経常利益 469,977 682,289

特別利益   

固定資産売却益 114,759 118,950

その他 2,799 4,119

特別利益合計 117,558 123,069

特別損失   

固定資産売却損 396 －

固定資産除却損 9,980 10,030

建物等除却損失引当金繰入額 － 52,502

投資有価証券評価損 － 228,258

事業整理損 31,974 －

減損損失 － 1,380

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42,853

その他 225 18,472

特別損失合計 42,576 353,498

税金等調整前四半期純利益 544,959 451,860

法人税、住民税及び事業税 179,250 141,597

法人税等調整額 21,796 24,954

法人税等合計 201,046 166,551

少数株主損益調整前四半期純利益 － 285,308

少数株主利益 12,850 21,545

四半期純利益 331,061 263,763



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 544,959 451,860

減価償却費 97,854 126,118

減損損失 － 1,380

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,684 △3,592

株式報酬費用 － 21,113

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,277 △61,884

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,928 △62,279

受取利息及び受取配当金 △9,574 △10,555

持分法による投資損益（△は益） △47,104 △53,436

支払利息 25,645 16,818

建物等除却損失引当金繰入額 － 52,502

固定資産除却損 9,980 10,030

固定資産売却損益（△は益） △114,363 △118,950

投資有価証券売却損益（△は益） － 3,399

投資有価証券評価損益（△は益） － 228,258

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42,853

売上債権の増減額（△は増加） 444,343 △366,001

たな卸資産の増減額（△は増加） △249,432 △595,713

仕入債務の増減額（△は減少） △462,110 △148,182

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,639 △45,965

その他 58,020 △78,423

小計 265,337 △590,649

利息及び配当金の受取額 9,574 10,555

利息の支払額 △25,641 △16,845

法人税等の支払額 △164,371 △281,489

営業活動によるキャッシュ・フロー 84,898 △878,428

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 △59,482 △562,707

有形固定資産の売却による収入 140,863 153,541

無形固定資産の取得による支出 △49,520 △19,982

投資有価証券の取得による支出 △7,026 △6,206

投資有価証券の売却による収入 － 6,750

貸付けによる支出 △13,095 －

貸付金の回収による収入 1,031 1,560

関係会社株式の売却による収入 94,721 －

その他 △25,867 △9,696

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,622 △436,741

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） 588,401 1,542,475

自己株式の取得による支出 △3,985 △621

配当金の支払額 △138,986 △173,465

少数株主への配当金の支払額 － △11,854

その他 △8,353 △9,742

財務活動によるキャッシュ・フロー 437,076 1,346,791

現金及び現金同等物に係る換算差額 30,548 14,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 634,146 46,283

現金及び現金同等物の期首残高 1,227,940 1,710,228

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,862,087 1,756,511



  該当事項はありません。 
   

  

〔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）  

 全セグメントの売上高の合計および営業利益の金額の合計額に占める生活関連用品事業の割合がいずれも90％ 

 を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

〔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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度によっております。 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は以下のとおりであります。 

        その他   ……マレーシア・フィリピン・タイ 

  

〔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） 

（注）１．上記海外売上高は、当社および国内子会社の輸出売上高および外国間売上高、ならびに海外子会 

     社の売上高から、日本向け売上高を控除した額の合計額（ただし、連結会社間の内部売上高を除 

     く）となっております。  

   ２．国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域 

     (1)国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     (2)各区分に属する主な国または地域 

     イ）欧州    ……イタリア・ドイツ・英国 

     ロ）北米    ……米国・カナダ 

     ハ）その他の地域……中国 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

（千円） 
中国 

（千円） 
台湾 

（千円） 
その他 

（千円） 
計 

（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円）

売上高               

(1)  外部顧客に対する売上高 9,005,435 5,830,086 575,892 71,099 15,482,512 － 15,482,512

(2)  
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
61,032 1,099,505 79,987 851,323 2,091,848 (2,091,848) － 

  計 9,066,467 6,929,591 655,879 922,422 17,574,360 (2,091,848)15,482,512

 
営業利益又は 

営業損失（△） 
271,343 150,204 △59,427 95,585 457,706 △35,290 422,415 

  欧州 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,073,778 1,345,097 372,950 5,791,826 

Ⅱ 連結売上高（千円）    15,482,512 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高 

の割合（％） 
26.3 8.7 2.4 37.4 



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社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 

源の配分の決定およ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、取扱商品を基礎とした事業部門から構成されており、「家具・家庭用品事業」、「服飾雑貨 

事業」、「家電事業」の３つを報告セグメントとしております。 

  

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） 

（単位：千円）

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業で商量の少ない商品を取り扱っているセグメ 

     ントおよび当社グループ向けサービス業等であり、取扱商品としてはペット関連、輸送資材等を含ん 

     でおります。        

   ２ セグメント利益の調整額△122,336千円は全社費用であります。全社費用は、各報告セグメントに帰属

     しない当社における管理部門に係る費用であります。  

   ３ セグメント利益は、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。 

   

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。 

   

（追加情報） 

 当第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。       

  

  該当事項はありません。 
   

  

  

報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書

計上額 
（注）３ 

家具・家庭用

品事業 

服飾雑貨 
事業  

家電事業 計 

売上高                 

外部顧客への売上高 6,650,283 4,182,399 2,679,516 13,512,199 1,859,070 15,371,269 － 15,371,269 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 6,028 13,257 － 19,285 3,196 22,482 △22,482 － 

計 6,656,311 4,195,656 2,679,516 13,531,485 1,862,266 15,393,752 △22,482 15,371,269 

セグメント利益又は 

損失（△） 
325,246 437,386 △31,549 731,083 △12,563 718,519 △122,336 596,182 

（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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