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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 78,665 △0.7 38 △83.5 137 △67.5 △310 ―
22年3月期第2四半期 79,224 △20.4 234 △92.0 421 △87.5 231 △90.0

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 △2.82 ―
22年3月期第2四半期 2.10 ―

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 155,854 76,195 48.5 686.35
22年3月期 160,422 78,294 48.4 704.88

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  75,661百万円 22年3月期  77,708百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
23年3月期 ― 3.75
23年3月期 

（予想）
― 3.75 7.50

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 164,500 2.0 2,800 106.3 3,300 72.7 1,900 248.4 17.23



(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】P.2「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.3「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 112,391,530株 22年3月期  112,391,530株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,154,230株 22年3月期  2,148,354株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 110,240,452株 22年3月期2Q 110,253,119株
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当第２四半期連結累計期間の国内経済は、緩やかな回復基調が続いていましたが、海外経済の減速や
円高の影響、経済対策効果の息切れ等により足踏みの状態となり、依然として民間企業の設備投資の動
きは鈍く、当社グループを取り巻く事業環境は極めて厳しい状況で推移いたしました。   
このような状況のもと当社グループは、製品開発力・技術力の優位性を最大限に活かし、新技術の採

用・環境に配慮した製品開発や新しい市場の創造と新規顧客開拓に努め、また、コストダウンと経費削
減を進めてまいりました。 
セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

  
オフィス環境事業 
オフィス環境事業については、景気の先行きに対する慎重な姿勢の強まりによる企業の投資抑制・経

費削減の影響により、オフィスの移転需要及びリニューアル需要は厳しい状況で推移いたしました。し
かし一方で、オフィスの効率化・コストダウンを目的としたオフィス需要は根強いものがあり、そのニ
ーズに対し働き方の見直しと併せ、環境負荷を低減する「グリーン・ワークプレイス」の提案を積極的
に展開してまいりました。また、教育施設や地方自治体等のオフィス周辺分野の需要開拓にも注力して
まいりましたが、全般的な需要減少のマイナスを補うには至りませんでした。 
この結果、当セグメントの売上高は41,506百万円となりました。 

  
商環境事業 
商環境事業については、個人消費は経済対策効果もあり一部には持ち直しの動きも見られましたが、

流通業の投資抑制・店舗の小型化により引き続き厳しい事業環境で推移いたしました。そのような状況
下、消費者ニーズの変化に適合した店舗への強力な販売活動に努めるとともに、店舗の環境対策やセキ
ュリティシステムの提案も積極的に行い、売上高・利益とも増加いたしました。 
この結果、当セグメントの売上高は31,480百万円となりました。 

  
その他（物流機器事業他） 
物流機器事業については、物流管理のアウトソーシングや新エネルギーの生産施設など、投資が活発

な分野に的を絞り、ロジスティクスエンジニアリングによる提案力と優位性のある新製品を強みとした
トータル受注の拡大、他事業とのシナジーを活かした業種別ソリューション営業の徹底により、売上高
は増加いたしました。 
この結果、当セグメントの売上高は5,677百万円となりました。 

  
これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高78,665百万円（前年同期比0.7％減）、

営業利益38百万円（前年同期比83.5％減）、経常利益137百万円（前年同期比67.5％減）、四半期純損
失310百万円（前年同期は231百万円の四半期純利益）となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりとなりました。  
総資産については、前連結会計年度末に比べて4,568百万円減少し、155,854百万円となりました。流

動資産は、現金及び預金が増加する一方、売上債権が減少した結果1,119百万円減少し、固定資産は、
有形固定資産と投資有価証券が減少した結果3,448百万円減少いたしました。  
負債については、仕入債務の減少などを主な要因として、前連結会計年度末に比べ2,469百万円減少

し、79,658百万円となりました。 
純資産については、その他有価証券評価差額金の減少等により、76,195百万円となり、自己資本比率

は48.5%となりました。 
キャッシュ・フローの状況については以下のとおりとなりました。  
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費2,279百万円、売上債権の減少額8,152百万円等に

よる増加と、仕入債務の減少額1,345百万円等による減少の結果、9,564百万円の資金増加（前年同期は
7,380百万円の増加）となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得792百万円、投資有価証券の取得539百万

円等による減少の結果、1,042百万円の支出（前年同期は2,258百万円の支出）となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額702百万円、配当金の支払額414百万円

等による減少の結果、1,353百万円の支出（前年同期は1,212百万円の支出）となりました。 
これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比

べ7,155百万円増加（前年同期は3,922百万円の増加）し、28,057百万円となりました。 
  

当第２四半期連結累計期間の業績は、前年同期と比較して、売上高、営業利益、経常利益及び四半期
  

1. 当四半期決算の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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純利益のいずれも減少しており、当社を取り巻く環境は今後も厳しい状況が続くと予想されますが、今
後もより一層の売上の拡大、生産性向上及びコスト削減に努めてまいります。 
従いまして、平成23年3月期の連結業績予想につきましては、平成22年5月11日に公表いたしました業

績予想数値を変更しておりません。 
  

該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 
1)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。 

  
② 特有の会計処理 

 該当事項はありません。 
  

① 会計処理基準に関する事項の変更 
1)「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

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成20年３
月10日 企業会計基準第16号）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」（企
業会計基準委員会 平成20年３月10日 実務対応報告第24号）を適用しております。 

この変更にともなう損益に与える影響はありません。 
2)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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」（企業会計基準委員会 平成
20年３月31日 企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準委員会 平成20年３月31日 企業会計基準適用指針第21号）を適用しております。 

この変更にともない、従来と同一の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間におけ
る営業利益及び経常利益はそれぞれ5百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は53百万円増加し
ております。 

  

該当事項はありません。 
  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 30,552 23,719

受取手形及び売掛金 34,927 43,079

有価証券 426 122

商品及び製品 7,899 8,369

仕掛品 1,296 1,101

原材料及び貯蔵品 2,186 2,050

その他 2,356 2,338

貸倒引当金 △29 △47

流動資産合計 79,615 80,735

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,341 15,697

土地 22,564 22,562

その他（純額） 8,851 9,530

有形固定資産合計 46,757 47,790

無形固定資産   

のれん 1,401 1,526

その他 2,097 2,246

無形固定資産合計 3,499 3,773

投資その他の資産   

投資有価証券 16,775 18,975

その他 9,247 9,196

貸倒引当金 △40 △48

投資その他の資産合計 25,981 28,123

固定資産合計 76,238 79,687

資産合計 155,854 160,422
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(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 28,138 29,529

短期借入金 9,119 9,820

1年内返済予定の長期借入金 1,991 2,355

1年内償還予定の社債 5,000 5,000

未払法人税等 547 660

賞与引当金 1,718 907

その他 2,776 3,121

流動負債合計 49,290 51,393

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 8,893 8,734

退職給付引当金 12,573 12,052

その他 3,901 4,947

固定負債合計 30,368 30,734

負債合計 79,658 82,127

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,670 18,670

資本剰余金 16,759 16,759

利益剰余金 41,402 42,126

自己株式 △2,365 △2,362

株主資本合計 74,467 75,194

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,517 2,811

為替換算調整勘定 △323 △297

評価・換算差額等合計 1,193 2,513

少数株主持分 534 586

純資産合計 76,195 78,294

負債純資産合計 155,854 160,422
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(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 79,224 78,665

売上原価 54,284 55,418

売上総利益 24,939 23,246

販売費及び一般管理費 24,705 23,208

営業利益 234 38

営業外収益   

受取利息 16 18

受取配当金 163 200

持分法による投資利益 17 －

その他 523 337

営業外収益合計 721 556

営業外費用   

支払利息 319 295

その他 214 162

営業外費用合計 534 457

経常利益 421 137

特別利益   

貸倒引当金戻入額 43 19

その他 1 2

特別利益合計 44 21

特別損失   

固定資産除売却損 80 87

減損損失 36 －

投資有価証券評価損 61 142

その他 3 129

特別損失合計 182 359

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

283 △200

法人税、住民税及び事業税 397 506

法人税等調整額 △299 △344

法人税等合計 98 161

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △361

少数株主損失（△） △46 △51

四半期純利益又は四半期純損失（△） 231 △310
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(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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

283 △200

減価償却費 2,664 2,279

固定資産除売却損益（△は益） 80 87

持分法による投資損益（△は益） △17 48

貸倒引当金の増減額（△は減少） △81 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） 224 811

退職給付引当金の増減額（△は減少） 451 400

受取利息及び受取配当金 △180 △218

支払利息 319 295

投資有価証券売却損益（△は益） － 7

投資有価証券評価損益（△は益） 61 142

売上債権の増減額（△は増加） 14,197 8,152

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,823 139

仕入債務の増減額（△は減少） △11,720 △1,345

その他 △192 △431

小計 7,914 10,144

利息及び配当金の受取額 195 215

利息の支払額 △299 △296

法人税等の支払額 △430 △498

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,380 9,564

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 △1,897 △1,077

定期預金の払戻による収入 1,046 1,510

有形固定資産の取得による支出 △1,203 △792

無形固定資産の取得による支出 △236 △146

投資有価証券の取得による支出 △130 △539

投資有価証券の売却及び償還による収入 74 33

その他 87 △31

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,258 △1,042

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） △10 △702

長期借入れによる収入 600 1,050

長期借入金の返済による支出 △1,227 △1,254

社債の発行による収入 5,000 －

社債の償還による支出 △5,000 －

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △552 △414

その他 △18 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,212 △1,353

現金及び現金同等物に係る換算差額 13 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,922 7,155

現金及び現金同等物の期首残高 18,425 20,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,347 28,057
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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) 
該当事項はありません。 
  

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) 
該当事項はありません。 
  

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 

連結会社の事業活動における製品(役務提供を含む)の種類・性質及び販売市場等の類似性を勘案して区分し

ております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
  

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に占める「日本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 
  

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) 
海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

オフィス 
環境事業 
(百万円)

商環境事業
(百万円)

物流機器
事業他 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

45,695 29,957 3,571 79,224 ― 79,224

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 45,695 29,957 3,571 79,224 (―) 79,224

営業利益又は営業損失(△) 263 352 △381 234 (―) 234

事業区分 主要製品

オフィス環境事業
オフィス家具、公共施設用家具、各種間仕切、研究施設用家具、セキュリテ
ィ製品、SOHO家具

商環境事業 店舗用商品陳列棚、冷凍・冷蔵ショーケース、店舗カウンター

物流機器事業他
工場・倉庫用物品保管棚、物流自動機器・装置、産業車両・建設機器用流体
変速機、不動産賃貸、保険

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(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」（企業会計基準委員会
 平成21年３月27日  企業会計基準第17号）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」（企業会計基準委員会  平成20年３月21日  企業会計基準適用指針第20号）を適用しておりま
す。 

  
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。 
当社は、製品・サービス別の製造販売体制のもと、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開しております。 
したがって、当社は製造販売体制を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、

「オフィス環境事業」及び「商環境事業」の２つを報告セグメントとしております。 
「オフィス環境事業」は、オフィス家具、公共施設用家具、セキュリティ製品等の製造販売を行っ

ております。「商環境事業」は、店舗用商品陳列棚、冷凍・冷蔵ショーケース、店舗カウンター等の
製造販売を行っております。 

  
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  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流機器事業及び流体変速機事業

等を含んでおります。 

２  セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  
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。 

  

 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) 
 該当事項はありません。 

  
 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) 
 該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注２）

オフィス 
環境事業

商環境
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 41,506 31,480 72,987 5,677 78,665 ― 78,665

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 41,506 31,480 72,987 5,677 78,665 ― 78,665

セグメント利益 
又は損失(△）

△ 595 668 72 △ 33 38 ― 38

(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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