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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12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 ％

23年3月期第3四半期 7,285 9.5 1,747 8.8 1,699 181.4 1,053 17.0
22年3月期第3四半期 6,651 △18.3 1,605 41.5 604 △48.9 900 256.1

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 56.40 ―
22年3月期第3四半期 48.21 ―

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 42,245 37,780 89.4 2,023.63
22年3月期 42,851 36,967 86.3 1,979.93

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  37,780百万円 22年3月期  36,967百万円

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 ― 7.50 7.50
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
7.50 7.50

3.  平成23年3月期の業績予想（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 9,000 0.5 2,308 8.2 2,217 174.3 1,331 32.7 71.29



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「2.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3Q 18,700,000株 22年3月期  18,700,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  30,268株 22年3月期  28,779株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 18,670,696株 22年3月期3Q 18,671,530株

※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報告書のレビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半
期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※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については、
四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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1. 当四半期の業績等に関する定性的情報 

（1） 経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、アジア向け輸出の増加等による緩やかな回復基調

にありましたが、厳しい雇用情勢や円高の進展による先行きの不透明な要因から景況観は、予断を許さ

ない状況にあります。 

当家具・インテリア業界は長い低迷期間から、緩やかながら回復傾向となりかけております。 

セグメント別に見ますと、家具商品部門は 4,031,837 千円（前年同四半期の 105.7％）、不動産賃貸部

門は、2,992,079 千円（前年同四半期の 115.0％）、その他部門は、261,225 千円（前年同四半期の

110.9％）と増収となりました。 

一方利益面におきましては、売上高が増加したことに伴い営業利益は、1,747,463 千円（前年同四半

期の 108.8％）、経常利益は、前年同四半期に比べ、為替差損が減少したこと等により 1,699,809 千円

（前年同四半期の 281.4％）、四半期純利益は 1,053,027 千円（前年同四半期の 117.0％）と増益となり

ました。 

 

（2） 財政状態に関する定性的情報 

   ① 当第３四半期会計期間末の資産、負債及び純資産の状況 

     （資産） 

流動資産は、4,610,558 千円となり、前事業年度に比べ、143,109 千円の増加となりました。これは主

に売掛金の増加によるものであります。 

固定資産は、37,634,881 千円となり、前事業年度末に比べ、749,625 千円の減少となりました。これは

主に、有形固定資産の減少によるものであります。 

（負債） 

流動負債は、2,732,389 千円となり、前事業年度末に比べ、1,296,098 千円の減少となりました。これ

は主に、短期借入金の減少によるものであります。 

固定負債は、1,732,449 千円となり、前事業年度末に比べ、123,368 千円の減少となりました。これは

主に、長期預り敷金の減少によるものであります。 

    （純資産） 

純資産は、37,780,601 千円となり、前事業年度末に比べ 812,951 千円の増加となりました。これは主

に、利益剰余金の増加によるものであります。 

 

② 当第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況                                         

当第３四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、134,594 千円となり、前年同四半

期累計期間末に比べ、1,610,687 千円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次

のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,391,422 千円の収入となり、前年同四半期累計期間に比べ、

68,549 千円の収入の減少となりました。これは主に、法人税等の支払額の増加によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、85,044 千円の支出となり、前年同四半期累計期間に比べ、

1,557,568 千円の支出の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が減少したこと

によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期累計期間が 1,389,890 千円の収入であったのに

対し、当第３四半期累計期間は、1,340,720 千円の支出となりました。これは主に、短期借入金の返済に

よるものであります。 
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（3） 業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年 11 月 11 日付「平成 23 年 3 月期 第 2 四半期決算短信[日本基準]（非連結）」にて発表し

た通期の業績予想に変更はありません。 

 

2. その他の情報 

（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概要 

① 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関して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。 

 

② 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、事業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 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

（2） 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」等の適用 

 第 1 四半期会計期間より、「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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

② 「持分法に関する会計基準」の適用 

第 1 四半期会計期間より、「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）を適用しております。 

 

（3） 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   該当事項はありません。 
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,585,238 1,546,735

受取手形 967,938 915,652

売掛金 857,230 706,036

商品 1,057,580 1,095,101

その他 157,429 214,318

貸倒引当金 △14,859 △10,396

流動資産合計 4,610,558 4,467,449

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 11,778,019 12,136,975

土地 22,892,216 22,892,216

その他（純額） 582,998 874,165

有形固定資産合計 35,253,234 35,903,356

無形固定資産 1,090,296 1,096,603

投資その他の資産   

投資有価証券 419,705 587,420

長期貸付金 165,512 402,512

その他 928,624 634,068

貸倒引当金 △222,491 △239,454

投資その他の資産合計 1,291,350 1,384,547

固定資産合計 37,634,881 38,384,506

資産合計 42,245,440 42,851,955

負債の部   

流動負債   

支払手形 501,430 404,644

買掛金 538,905 423,262

短期借入金 800,000 2,000,000

未払法人税等 371,219 556,987

賞与引当金 3,856 13,561

通貨オプション負債 － 154,028

その他 516,977 476,004

流動負債合計 2,732,389 4,028,487

固定負債   

退職給付引当金 195,345 213,484

長期預り敷金 1,537,103 1,642,333

固定負債合計 1,732,449 1,855,817

負債合計 4,464,838 5,884,305
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,887,500 3,887,500

資本剰余金 4,947,500 4,947,500

利益剰余金 28,963,521 28,050,527

自己株式 △17,993 △17,406

株主資本合計 37,780,528 36,868,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 73 99,528

評価・換算差額等合計 73 99,528

純資産合計 37,780,601 36,967,650

負債純資産合計 42,245,440 42,851,955
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 6,651,843 7,285,143

売上原価 4,448,973 4,885,688

売上総利益 2,202,869 2,399,454

販売費及び一般管理費 597,244 651,991

営業利益 1,605,625 1,747,463

営業外収益   

受取利息 19,998 4,840

受取配当金 6,191 7,456

受取オプション料 225,000 39,000

その他 3,397 9,384

営業外収益合計 254,586 60,681

営業外費用   

支払利息 2,565 11,291

為替差損 1,028,390 57,618

支払オプション料 225,000 39,000

商品廃棄損 45 236

その他 188 188

営業外費用合計 1,256,190 108,335

経常利益 604,022 1,699,809

特別利益   

固定資産売却益 228 －

オプション評価益 723,251 153,828

貸倒引当金戻入額 201,540 12,500

特別利益合計 925,019 166,328

特別損失   

固定資産売却損 85 3

固定資産除却損 5,896 22,892

特別損失合計 5,981 22,895

税引前四半期純利益 1,523,060 1,843,242

法人税、住民税及び事業税 512,728 731,489

過年度法人税等 － 316,597

法人税等調整額 110,241 △257,872

法人税等合計 622,970 790,214

四半期純利益 900,090 1,053,027
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,714,539 2,879,115

売上原価 1,914,674 1,991,173

売上総利益 799,865 887,942

販売費及び一般管理費 211,301 212,178

営業利益 588,563 675,764

営業外収益   

受取利息 6,436 1,230

為替差益 － 84,195

受取オプション料 78,000 －

その他 1,303 6,613

営業外収益合計 85,739 92,039

営業外費用   

支払利息 1,567 2,486

為替差損 336,728 －

支払オプション料 78,000 －

商品廃棄損 － 3

その他 63 63

営業外費用合計 416,358 2,553

経常利益 257,944 765,250

特別利益   

オプション評価益 571,166 －

貸倒引当金戻入額 7,570 4,970

特別利益合計 578,736 4,970

特別損失   

固定資産除却損 － 17

特別損失合計 － 17

税引前四半期純利益 836,680 770,202

法人税、住民税及び事業税 342,494 298,571

過年度法人税等 － 12,056

法人税等調整額 △608 11,589

法人税等合計 341,886 322,218

四半期純利益 494,794 447,984
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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３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 1,523,060 1,843,242

減価償却費 673,505 801,292

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,885 △9,705

貸倒引当金の増減額（△は減少） △201,540 △12,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,629 △18,138

受取利息及び受取配当金 △26,189 △12,297

支払利息 2,565 11,291

為替差損益（△は益） 2,245 1,475

オプション評価損益（△は益） △723,251 △153,828

有形固定資産除却損 5,896 22,892

有形固定資産売却損益（△は益） △143 3

売上債権の増減額（△は増加） 178,571 △203,480

たな卸資産の増減額（△は増加） 56,244 37,521

差入保証金の増減額（△は増加） 500,000 －

仕入債務の増減額（△は減少） 220,993 212,429

長期預り敷金の増減額（△は減少） △51,853 △105,230

その他 424,703 201,603

小計 2,548,294 2,616,571

利息及び配当金の受取額 25,438 12,820

利息の支払額 △2,163 △10,284

法人税等の支払額 △1,111,598 △1,227,684

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,459,971 1,391,422

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 △1,099,000 △1,146,820

定期預金の払戻による収入 1,072,000 1,072,500

有形固定資産の取得による支出 △2,857,682 △246,685

無形固定資産の取得による支出 △2,592 －

有形固定資産の売却による収入 663 14

長期前払費用の取得による支出 － △1,053

貸付けによる支出 △19,000 △46,000

貸付金の回収による収入 1,263,000 283,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,642,612 △85,044

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） 1,530,000 △1,200,000

自己株式の取得による支出 △279 △586

配当金の支払額 △139,830 △140,133

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,389,890 △1,340,720

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,245 △1,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,205,003 △35,817

現金及び現金同等物の期首残高 540,278 170,412

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,745,282 134,594
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継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

　

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。

（4）

（5）
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