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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 25,743 8.5 1,261 29.7 1,319 25.2 492 △34.6
22年3月期第3四半期 23,718 △7.2 972 61.1 1,053 68.5 753 234.6

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3四半期 42.63 41.59
22年3月期第3四半期 65.11 63.75

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3四半期 15,233 6,162 39.0 513.98
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3四半期  5,942百万円 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  有   

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）
16.00 16.00

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  有   

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 34,000 8.7 1,450 23.2 1,520 18.9 620 △21.1 53.63



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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 1社 （社名 台湾三栄クーフン有限公司 ）

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3Q 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3Q  1,203,557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3Q 11,562,862株 22年3月期3Q 11,567,154株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

   当第3四半期のわが国経済は、輸出に下げ止まりの兆しや、設備調整が着実に進展し生産が上向くなど、企業業 

  績に明るい兆候が見られ始めましたが、雇用情勢の改善には至らず、政府の経済対策効果の剥落に個人消費が落ち

  込むなど、景気の足踏み状態入りとなりました。 

   こうした状況下、当第3四半期連結累計期間の売上高は、家具・家庭用品事業セグメントおよび家電事業セグメ 

  ントの売上増により、前年同期比8.5％増加の257億4千3百万円となりました。 

   利益面では、売上総利益が前年同期比9.9％増加した一方、販売費及び一般管理費が前年同期比6.1％の増加に留

  まったことから、営業利益は前年同期比29.7％増加の12億6千1百万円となりました。経常利益は為替差益等の減少

  により、前年同期比25.2%増加の13億1千9百万円となりました。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で、特別損失として投資有価証券評価損、関係会社整理損等を計上したこと

  から、前年同期比34.6%減少の4億9千2百万円となりました。 
   
  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、北米向け家具の売上が減少しました。キッチン用品についても、米国の新規取

   引先開拓に成功しましたが、欧米向け全体では売上減少となりました。しかしながら、国内向けリビング家具や携

   帯端末商材の売上が好調に推移した結果、当事業の売上高は119億4千7百万円、セグメント利益は7億4千5百万円と

   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」の売上がエントリーモデルの

   投入や直営店舗の拡充効果などにより増加しましたが、国内向けの縫製小物等の売上が苦戦を強いられました。 

   この結果、当事業の売上高は63億8千7百万円、セグメント利益は7億4千万円となりました。 
  
   （家電事業） 

    家電事業については、小物生活家電および理美容家電の国内売上が堅調に推移した結果、売上高は45億8千5百万

   円となりました。セグメント利益につきましては、三發電器製造廠有限公司における新製品に係る計画外の経費増

   の影響で、営業利益が2百万円となりました。 
  
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

    当第3四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26億5千9百万円増加の152億3千3百万円となり

   ました。主な資産の変動は、「受取手形及び売掛金」が25億4百万円、「建物及び構築物」が3億9千万円それぞれ 

   増加したことによります。主な負債の変動は、主に「短期借入金」が22億3百万円増加したことによります。主 

   な純資産の変動は、「利益剰余金」が3億1千9百万円増加し、「為替換算調整勘定」等の評価・換算差額等の含み 

   損が4千9百万円減少したことによります。 

    この結果、自己資本比率は39.0％、１株当たり純資産は513円98銭となりました。 
  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   第3四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成22年5月14日付「平

  成22年3月期決算短信」にて発表いたしました平成23年3月期の業績予想（連結・個別）および年間配当予想を修正

  しております。 

   詳細につきましては、本日付で別途開示しております「平成23年3月期業績予想および期末配当予想の修正に関 

  するお知らせ」をご参照ください。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 台湾三栄クーフン有限公司は、当第３四半期連結会計期間において清算手続き完了したため、連結の範囲から除

外しております。 

  

（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３四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３四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13百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は59百万円減少して

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,193,368 1,710,228

受取手形及び売掛金 6,016,740 3,512,299

有価証券 － 13,280

商品及び製品 2,798,684 2,521,189

仕掛品 68,458 68,810

原材料及び貯蔵品 233,730 236,102

その他 854,367 675,542

貸倒引当金 △6,107 △9,615

流動資産合計 11,159,243 8,727,836

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,636,549 1,421,395

減価償却累計額 △812,681 △988,270

建物及び構築物（純額） 823,867 433,124

機械装置及び運搬具 437,025 431,027

減価償却累計額 △274,437 △286,957

機械装置及び運搬具（純額） 162,587 144,070

土地 827,502 842,845

建設仮勘定 11,223 24,057

その他 524,765 581,484

減価償却累計額 △392,668 △461,441

その他（純額） 132,096 120,043

有形固定資産合計 1,957,277 1,564,141

無形固定資産 365,648 384,682

投資その他の資産   

投資有価証券 1,192,754 1,187,190

その他 607,491 759,969

貸倒引当金 △48,491 △49,403

投資その他の資産合計 1,751,754 1,897,756

固定資産合計 4,074,680 3,846,580

資産合計 15,233,923 12,574,416



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,523,049 1,460,051

短期借入金 4,797,200 2,593,306

未払法人税等 194,538 271,160

賞与引当金 208,313 270,859

建物等除却損失引当金 102,903 120,975

その他の引当金 41,666 33,426

その他 1,753,382 1,530,773

流動負債合計 8,621,053 6,280,552

固定負債   

退職給付引当金 165,448 225,580

その他の引当金 14,650 16,467

資産除去債務 30,965 －

その他 238,938 258,520

固定負債合計 450,002 500,568

負債合計 9,071,056 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 5,187,541 4,868,121

自己株式 △312,331 △311,268

株主資本合計 6,521,802 6,203,446

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △466 △96,424

繰延ヘッジ損益 △34,862 33,483

土地再評価差額金 53,080 53,080

為替換算調整勘定 △597,364 △619,119

評価・換算差額等合計 △579,612 △628,979

新株予約権 71,474 50,361

少数株主持分 149,202 168,468

純資産合計 6,162,867 5,793,295

負債純資産合計 15,233,923 12,574,416



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 23,718,997 25,743,053

売上原価 17,557,458 18,974,569

売上総利益 6,161,538 6,768,483

販売費及び一般管理費   

販売費 900,111 963,006

一般管理費 4,288,752 4,544,324

販売費及び一般管理費合計 5,188,864 5,507,331

営業利益 972,674 1,261,151

営業外収益   

受取利息 1,422 1,646

受取配当金 14,572 15,320

為替差益 31,616 3,330

デリバティブ評価益 7,396 －

持分法による投資利益 53,371 49,015

その他 11,339 19,036

営業外収益合計 119,718 88,350

営業外費用   

支払利息 36,974 27,068

その他 2,052 3,180

営業外費用合計 39,026 30,249

経常利益 1,053,365 1,319,252

特別利益   

固定資産売却益 115,166 116,472

その他 2,208 7,245

特別利益合計 117,375 123,717

特別損失   

固定資産売却損 670 3,021

固定資産除却損 8,653 11,207

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 －

関係会社整理損 － 136,231

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 1,413 41,421

特別損失合計 42,712 516,876

税金等調整前四半期純利益 1,128,029 926,093

法人税、住民税及び事業税 347,044 319,483

法人税等調整額 27,348 91,143

法人税等合計 374,393 410,627

少数株主損益調整前四半期純利益 － 515,466

少数株主利益 449 22,581

四半期純利益 753,185 492,885



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 1,128,029 926,093

減価償却費 160,096 200,244

減損損失 － 1,380

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,575 △4,163

株式報酬費用 － 21,113

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,623 △57,323

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,275 △60,054

受取利息及び受取配当金 △15,994 △16,966

持分法による投資損益（△は益） △61,620 △53,644

支払利息 36,974 27,068

建物等除却損失引当金繰入額 － 52,502

固定資産除却損 8,653 11,207

固定資産売却損益（△は益） △114,496 △113,451

投資有価証券売却損益（△は益） △691 3,072

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

関係会社整理損 － 136,231

売上債権の増減額（△は増加） △776,107 △2,727,410

たな卸資産の増減額（△は増加） 81,914 △328,268

仕入債務の増減額（△は減少） △183,645 △90,787

未払消費税等の増減額（△は減少） 35,859 2,790

その他 245,159 206,471

小計 496,807 △1,592,781

利息及び配当金の受取額 15,994 16,966

利息の支払額 △35,773 △25,996

法人税等の支払額 △359,012 △394,235

営業活動によるキャッシュ・フロー 118,015 △1,996,045

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 － 11,826

有形固定資産の取得による支出 △97,270 △672,860

有形固定資産の売却による収入 143,302 153,444

無形固定資産の取得による支出 △73,155 △24,533

投資有価証券の取得による支出 △42,170 △20,024

投資有価証券の売却による収入 11,957 6,750

子会社株式の追加取得による支出 △16,321 －

貸付けによる支出 △32,631 －

貸付金の回収による収入 2,219 30,311

関係会社株式の売却による収入 94,721 －

その他 △53,527 △31,132

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,876 △546,216



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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） 256,030 2,240,246

自己株式の取得による支出 △4,167 △1,063

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

子会社清算に伴う少数株主への分配による支出 － △14,976

その他 △13,145 △14,587

財務活動によるキャッシュ・フロー 99,731 2,024,298

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,251 1,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 129,618 △516,859

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 1,357,559 1,193,368



  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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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 14,568,741  8,225,745  836,246  88,264  23,718,997  －  23,718,997

(2)  
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 92,071  1,996,696  167,991  1,152,900  3,409,660 (3,409,660)  －

  計 14,660,812 10,222,441  1,004,238  1,241,165  27,128,657 (3,409,660)  23,718,997

 
営業利益又は 

営業損失（△） 
 668,919  277,559  △95,234  128,970  980,214  △7,540  972,674

  欧州 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 5,410,452 2,150,409 604,523 8,165,385 

Ⅱ 連結売上高（千円）    23,718,997 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高 

の割合（％） 
22.8 9.1 2.5 34.4 



〔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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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△227,831千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 11,947,268 6,387,575 4,585,414 22,920,257 2,822,795 25,743,053 － 25,743,053 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 12,859 15,875 － 28,735 3,357 32,093 △32,093 － 

計 11,960,128 6,403,451 4,585,414 22,948,993 2,826,153 25,775,146 △32,093 25,743,053 

セグメント利益又は 

損失（△） 
745,896 740,456 2,575 1,488,928 54 1,488,982 △227,831 1,261,151 

（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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