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1.  22年12月期の業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 32,422 △3.9 210 △31.3 175 △17.2 114 7.7
21年12月期 33,747 △21.4 307 25.0 211 58.1 105 △59.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 7.60 ― 1.5 0.9 0.7
21年12月期 6.47 ― 1.4 1.0 0.9

（参考） 持分法投資損益 22年12月期  ―百万円 21年12月期  ―百万円

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

22年12月期 19,880 7,328 36.9 525.99
21年12月期 20,051 7,654 38.2 491.95

（参考） 自己資本   22年12月期  7,328百万円 21年12月期  7,654百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年12月期 86 119 △674 3,902
21年12月期 212 55 1,273 4,370

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年12月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 31 30.9 0.4
22年12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 69 65.8 1.0

23年12月期 
（予想）

― 0.00 ― 4.00 4.00 28.7

3.  23年12月期の業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

16,400 6.3 △200 ― △250 ― △320 ― △21.32

通期 34,500 6.4 400 89.6 290 65.7 200 75.3 13.33
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、18ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、21ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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） 22年12月期 12,662,100株 21年12月期 12,662,100株

② 期末自己株式数 22年12月期  354,286株 21年12月期  353,113株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績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いて掲載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは大
きく異なる結果になる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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（当期の経営成績） 

当事業年度におけるわが国経済は、一部業種に回復傾向が見られるものの、期後半には政府による景

気刺激策も一部終了し、想定以上の円高や株式市場の低迷等、景気の先行きに対する不安が拭いきれな

い状態が続いております。 

インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、ようやく対前年比プラスに

転じたものの、以前の水準には程遠く、先行きも大幅な回復はないまま低水準に推移するものと考えら

れます。 

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年比3.9％減の32,422百万円となりました。 

事業別の状況を見ますと、インテリア事業につきましては、主力の壁装材は３月に施工性はもとより

仕上がりの美しさも重視した見本帳“らくらくリフォーム”、７月にこれまでの概念にとらわれない、

新しい発想で自由に空間を彩り、機能壁紙のバリエーションをさらに充実させた見本帳“ライト”を発

行、カーテンは２月にあらゆる年代のユーザーに満足いただける多彩な商品を取り揃えた見本帳“サー

ラ”を発行、床材は３月に様々な住宅用床材を収録した見本帳“クッションフロア”を発行した他、壁

装材見本帳“ウォールデコ”、“Ｖ－ウォール”、カーテン見本帳“ファブリックデコ”等を増冊発行

し拡販に努め、売上高は前年比6.1％減の27,170百万円となりました。 

一方、オフィス事業につきましては、顧客企業のリニューアル、移転等に対する投資意欲の回復、顧

客企業に対するより細やかなサービスの提供に努めた結果、売上高は前年比9.3％増の5,252百万円とな

りました。 

利益面におきましては、インテリア事業では原価削減のための様々な施策を実行し、売上原価率は前

年比で若干改善したものの、オフィス事業において、請負工事物件獲得時における競合による価格の低

下を主因として売上原価率は前年比で若干上昇し、全社での売上原価率は前年比で若干上昇しており、

売上総利益は前年比4.6％減の8,614百万円となりました。販売費及び一般管理費につきましては、広告

宣伝費等の増加要因はあったものの、見本帳費、リース料、地代家賃をはじめ各費目の削減を行った結

果、前年比3.7％減の8,403百万円となり、営業利益は前年比31.3％減の210百万円、経常利益は前年比

17.2％減の175百万円、税引前当期純利益は前年比2.5％増の160百万円、当期純利益は前年比7.7％増の

114百万円となりました。 

  

（次期の見通し） 

来期につきましては、当業界及び当社を取り巻く経営環境は、住宅着工戸数の緩やかな回復に支えら

れ、前年対比では若干の回復が見込まれております。しかしながら、期後半以降の先行き不透明感等不

安要素も多いことから予断を許さない状況が続くものと考えられます。 

当社といたしましては、インテリア事業につきましては、壁装材は新規見本帳の発行を予定してお

り、カーテンは見本帳“ファブリックデコ”、床材は新規見本帳“エルワイタイル”を発行する他、壁

装材見本帳“ライト”等の増冊発行を行う予定であります。これら主力見本帳を投下することにより、

一層の拡販に注力する所存であります。 

オフィス事業におきましても、顧客企業の経営環境の改善等により、より一層の顧客満足度を高める

ための営業強化に注力する所存であります。 

これらの施策から売上高については通期で6.4％増の34,500百万円を予想しております。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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利益面におきましては、引き続き原価低減努力に注力し、業務効率の徹底的な見直しを図り利益計上

体質の強化を行っていく所存であり、営業利益は通期89.6％増の400百万円、経常利益は通期65.7％増

の290百万円、当期純利益は通期75.3％増の200百万円を予想しております。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当事業年度末の総資産は前期末比171百万円減の19,880百万円となりました。 

流動資産は前期末比48百万円増の13,967百万円となりました。これは現金及び預金の減少（468百万

円）等の減少要因はありましたが、主に売掛金の増加（318百万円）、受取手形の増加（147百万円）、

前払見本帳費の増加（115百万円）によるものであります。固定資産は前期末比219百万円減の5,913百

万円となりました。これは貸倒引当金の減少（298百万円）等の増加要因はありましたが、主に破産更

生債権等の減少（298百万円）、差入保証金の減少（148百万円）、見本帳製作仮勘定の減少（136百万

円）によるものであります。 

負債総額は前期末比154百万円増の12,552百万円となりました。流動負債は前期末比396百万円増の

11,367百万円となりました。これは未払金の減少（126百万円）等の減少要因はありましたが、主に１

年内返済予定の長期借入金の増加（171百万円）、買掛金の増加（170百万円）、支払手形の増加（151

百万円）等によるものであります。固定負債は前期末比242百万円減の1,184百万円となりました。これ

は主に長期借入金の減少（304百万円）によるものであります。 

純資産は前期末比325百万円減の7,328百万円となりました。これは主に繰越利益剰余金の増加（682

百万円）等の増加要因はありましたが、主に別途積立金の減少（600百万円）、その他資本剰余金の減

少（422百万円）によるものであります。なお、自己資本比率は36.9％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主要因はつぎのとおりであります。 

当事業年度の現金及び現金同等物（以下資金という。）は、前事業年度末と比較して468百万円減少

し、当事業年度末は3,902百万円となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当事業年度における営業活動により得た資金は、86百万円となりました。これは貸倒引当金の減少

（314百万円）、売上債権の増加（465百万円）等の減少要因はありましたが、税引前当期純利益（160

百万円）、破産更生債権等の減少（298百万円）、仕入債務の増加（322百万円）等の増加要因によるも

のであります。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当事業年度における投資活動により得た資金は、119百万円となりました。これは主に差入保証金の

回収による収入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＞ 

当事業年度における財務活動により使用した資金は、674百万円となりました。これは主に短期借入

金の返済によるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(注) 自己資本比率＝自己資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率＝株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い 

１ 各指標は、いずれも財務数値により算出しております。 

２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３ 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。 

  

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な使命と考え、経営体質の強化及び将来の事業展

開に必要な内部留保の確保と経営成績に応じた配当を実施してまいりたいと考えております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことが出来るとしており、これらの剰余

金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

平成18年12月期～平成19年12月期につきましては、当期純損失を計上しており、誠に遺憾ながら無配

とせざるを得ないこととなりました。 

平成20年12月期～平成21年12月期に関しましては、利益計上体質の確立に 大限の努力を傾注し、財

務の健全性と収益の安定性を確保してまいりました。その結果、２期連続で当期純利益を計上するに至

り、平成21年12月期には１株当たり２円の記念配当を行いました。 

 当期に関しましては、先行きについての不透明感の強い中、急激な景気悪化に対応できる財務体質の

強化を図るため、内部留保に意を用いつつ、１株当たり５円の配当を行うことといたします。 

 次期に関しましては、厳しい状況が続くと考えられるものの、期末配当金として１株当たり４円を予

定しております。 

また、当社は、「取締役会決議により、毎年６月30日を基準として、中間配当を行うことができ

る。」旨を定款に定めております。 

  

近の有価証券報告書（平成22年３月31日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がない

ため開示を省略いたします。 

  

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率（％） 27.8 29.7 34.4 38.2 36.9

時価ベースの自己資本比率 
（％）

13.8 10.2 5.5 7.2 7.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

11.2 7.7 14.0 11.2 26.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

4.6 5.5 2.0 4.6 1.6

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4）事業等のリスク
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近の有価証券報告書（平成22年３月31日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会

社の状況」から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

  

平成21年12月期決算短信（平成22年２月12日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略いたします。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

 http://www.lilycolor.co.jp/ 

 （大阪証券取引所ホームページ（「上場会社情報」検索ページ）） 

 http://www.ose.or.jp/listed_company_info 

  

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針 (2) 目標とする経営指標 (3) 中長期的な会社の経営戦略 (4) 会社の対処

すべき課題
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,370,497 3,902,257

受取手形 1,917,699 2,064,913

売掛金 4,091,093 4,409,309

商品 1,965,966 2,002,315

仕掛品 94,681 13,013

貯蔵品 660 398

前渡金 － 615

前払費用 113,392 117,398

前払見本帳費 455,100 570,104

未収入金 894,942 863,720

その他 44,429 36,585

貸倒引当金 △29,170 △13,035

流動資産合計 13,919,295 13,967,596

固定資産

有形固定資産

建物 2,814,537 2,817,547

減価償却累計額 △2,102,221 △2,153,639

建物（純額） 712,316 663,908

構築物 81,535 81,535

減価償却累計額 △74,025 △75,335

構築物（純額） 7,510 6,200

機械及び装置 198,494 193,712

減価償却累計額 △191,357 △188,498

機械及び装置（純額） 7,136 5,213

車両運搬具 47,735 40,781

減価償却累計額 △45,635 △39,683

車両運搬具（純額） 2,099 1,097

工具、器具及び備品 633,003 595,318

減価償却累計額 △589,503 △559,955

工具、器具及び備品（純額） 43,499 35,363

土地 1,523,234 1,523,234

リース資産 22,254 41,067

減価償却累計額 △3,191 △9,578

リース資産（純額） 19,063 31,488

有形固定資産合計 2,314,860 2,266,506

無形固定資産

ソフトウエア 32,974 23,964

電話加入権 42,096 42,096
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

リース資産 13,441 66,571

無形固定資産合計 88,512 132,632

投資その他の資産

投資有価証券 221,915 243,277

出資金 4,925 4,925

長期貸付金 124,100 110,900

破産更生債権等 368,881 70,467

長期前払費用 841 544

長期前払見本帳費 57,751 114,701

見本帳製作仮勘定 350,568 214,189

賃貸不動産 447,952 448,142

減価償却累計額 △240,587 △247,225

賃貸不動産（純額） 207,364 200,916

差入保証金 2,401,738 2,253,384

保険積立金 330,858 337,187

その他 27,996 32,957

貸倒引当金 △367,738 △69,458

投資その他の資産合計 3,729,203 3,513,992

固定資産合計 6,132,576 5,913,132

資産合計 20,051,871 19,880,728

負債の部

流動負債

支払手形 1,726,265 1,877,849

買掛金 6,888,338 7,059,089

短期借入金 930,900 857,400

1年内返済予定の長期借入金 554,444 726,148

リース債務 7,237 22,443

未払金 518,323 391,637

未払消費税等 50,796 28,140

未払費用 68,090 78,602

未払法人税等 65,504 64,912

預り金 14,276 24,703

前受収益 2,397 1,754

賞与引当金 68,614 82,984

工事損失引当金 － 1,041

固定資産購入等支払手形 51,226 143,954

その他 24,668 7,264

流動負債合計 10,971,082 11,367,926

固定負債

長期借入金 904,356 599,898
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

リース債務 25,746 77,296

繰延税金負債 24,460 33,976

退職給付引当金 437,126 420,754

その他 34,898 52,381

固定負債合計 1,426,587 1,184,305

負債合計 12,397,670 12,552,232

純資産の部

株主資本

資本金 3,335,500 3,335,500

資本剰余金

資本準備金 2,617,860 2,617,860

その他資本剰余金 999,903 577,403

資本剰余金合計 3,617,764 3,195,264

利益剰余金

利益準備金 188,000 188,000

その他利益剰余金

別途積立金 1,095,000 495,000

繰越利益剰余金 △559,163 123,830

利益剰余金合計 723,836 806,830

自己株式 △58,686 △58,807

株主資本合計 7,618,414 7,278,787

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 35,786 49,709

評価・換算差額等合計 35,786 49,709

純資産合計 7,654,201 7,328,496

負債純資産合計 20,051,871 19,880,728
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 33,747,373 32,422,929

売上原価

商品期首たな卸高 2,381,234 1,965,966

当期商品仕入高 23,914,638 21,498,489

当期製品製造原価 749,332 2,864,411

合計 27,045,205 26,328,868

見本帳製作等振替高 362,165 517,787

商品期末たな卸高 1,965,966 2,002,315

売上原価合計 24,717,072 23,808,766

売上総利益 9,030,300 8,614,163

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,386,341 1,352,565

広告宣伝費 180,938 263,789

見本帳費 1,095,607 1,012,709

貸倒引当金繰入額 6,685 8,795

役員報酬 36,138 59,999

給料及び手当 2,167,316 2,085,086

賞与 68,614 67,532

賞与引当金繰入額 68,181 82,543

退職給付費用 108,606 106,287

福利厚生費 419,053 411,215

業務委託費 395,884 397,465

減価償却費 72,462 73,853

ソフトウェア償却費 26,779 23,635

リース料 423,750 363,133

地代家賃 1,116,430 1,027,664

その他 1,150,293 1,066,940

販売費及び一般管理費合計 8,723,083 8,403,218

営業利益 307,216 210,945

営業外収益

受取利息 8,444 7,204

受取配当金 5,231 6,008

還付消費税等 － 14,621

不動産賃貸料 29,197 28,818

助成金収入 － 27,110

雑収入 18,497 26,184

営業外収益合計 61,371 109,946
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

営業外費用

支払利息 44,447 54,939

手形売却損 79,170 59,267

売上割引 7,502 6,761

不動産賃貸費用 20,269 16,615

雑損失 5,724 8,271

営業外費用合計 157,114 145,855

経常利益 211,473 175,036

特別利益

貸倒引当金戻入額 14,216 16,325

特別利益合計 14,216 16,325

特別損失

投資有価証券評価損 6,398 17,789

減損損失 6,010 4,741

割増退職金 29,545 7,931

事務所移転費用 26,747 －

特別損失合計 68,702 30,463

税引前当期純利益 156,986 160,898

法人税、住民税及び事業税 51,000 46,787

法人税等調整額 － －

法人税等合計 51,000 46,787

当期純利益 105,986 114,111
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（注）※１ 主な内訳は、次のとおりであります。 

 
２ オフィス事業において販売先との契約の見直し、整理を行い、それに伴う社内体制が整いましたので、請負

契約について前事業年度の第３四半期会計期間より原価計算を行っております。 

  

（原価計算の方法） 

当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。 

  

【製造原価明細書】

前事業年度
(自 平成21年１月１日  
 至 平成21年12月31日)

当事業年度 
(自 平成22年１月１日  
 至 平成22年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

Ⅰ 材料費 3,446 0.4 8,101 0.3

Ⅱ 労務費 28,132 3.3 104,731 3.8

Ⅲ 経費 ※１ 812,434 96.3 2,669,910 95.9

  当期総製造費用 844,014 100.0 2,782,743 100.0

  期首仕掛品たな卸高 － 94,681

合計 844,014 2,877,425

  期末仕掛品たな卸高 △94,681 △13,013

  当期製品製造原価 749,332 2,864,411

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

外注加工費 811,863 2,666,921

その他 571 2,989
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,335,500 3,335,500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,335,500 3,335,500

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,617,860 2,617,860

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,617,860 2,617,860

その他資本剰余金

前期末残高 999,982 999,903

当期変動額

自己株式の処分 △78 －

自己株式の消却 － △422,500

当期変動額合計 △78 △422,500

当期末残高 999,903 577,403

資本剰余金合計

前期末残高 3,617,843 3,617,764

当期変動額

自己株式の処分 △78 －

自己株式の消却 － △422,500

当期変動額合計 △78 △422,500

当期末残高 3,617,764 3,195,264

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 188,000 188,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 188,000 188,000

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 1,095,000 1,095,000

当期変動額

別途積立金の取崩 － △600,000

当期変動額合計 － △600,000

当期末残高 1,095,000 495,000
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

繰越利益剰余金

前期末残高 △665,149 △559,163

当期変動額

剰余金の配当 － △31,117

別途積立金の取崩 － 600,000

当期純利益 105,986 114,111

当期変動額合計 105,986 682,993

当期末残高 △559,163 123,830

利益剰余金合計

前期末残高 617,850 723,836

当期変動額

剰余金の配当 － △31,117

別途積立金の取崩 － －

当期純利益 105,986 114,111

当期変動額合計 105,986 82,993

当期末残高 723,836 806,830

自己株式

前期末残高 △58,557 △58,686

当期変動額

自己株式の取得 △279 △422,620

自己株式の処分 149 －

自己株式の消却 － 422,500

当期変動額合計 △129 △120

当期末残高 △58,686 △58,807

株主資本合計

前期末残高 7,512,636 7,618,414

当期変動額

剰余金の配当 － △31,117

別途積立金の取崩 － －

当期純利益 105,986 114,111

自己株式の取得 △279 △422,620

自己株式の処分 71 －

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 105,778 △339,627

当期末残高 7,618,414 7,278,787
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 37,335 35,786

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,548 13,922

当期変動額合計 △1,548 13,922

当期末残高 35,786 49,709

評価・換算差額等合計

前期末残高 37,335 35,786

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,548 13,922

当期変動額合計 △1,548 13,922

当期末残高 35,786 49,709

新株予約権

前期末残高 5,000 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,000 －

当期変動額合計 △5,000 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 7,554,972 7,654,201

当期変動額

剰余金の配当 － △31,117

別途積立金の取崩 － －

当期純利益 105,986 114,111

自己株式の取得 △279 △422,620

自己株式の処分 71 －

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,548 13,922

当期変動額合計 99,229 △325,704

当期末残高 7,654,201 7,328,496
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１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

税引前当期純利益 156,986 160,898

減価償却費 72,474 73,854

減損損失 6,010 4,741

ソフトウエア償却費 26,782 23,643

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,404 △314,414

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,534 14,370

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,304 △16,372

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 1,041

受取利息及び受取配当金 △13,676 △13,212

支払利息 44,447 54,939

割増退職金 29,545 7,931

事務所移転費用 26,747 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,348,688 △465,430

たな卸資産の増減額（△は増加） 320,347 45,582

前渡金の増減額（△は増加） 75,651 △615

未収入金の増減額（△は増加） 225,539 31,222

長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減
額（△は増加）

301,046 △21,496

破産更生債権等の増減額（△は増加） △1,764 298,413

仕入債務の増減額（△は減少） △2,885,946 322,335

未払金の増減額（△は減少） △133,107 △123,519

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,893 △22,761

固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） △198,549 92,727

その他 △6,111 31,346

小計 350,043 185,225

利息及び配当金の受取額 13,708 13,238

利息の支払額 △45,893 △55,078

割増退職金の支払額 △29,545 △7,931

事務所移転による支払額 △26,245 －

法人税等の支払額 △49,087 △49,007

営業活動によるキャッシュ・フロー 212,979 86,446

リリカラ㈱ （9827） 平成22年12月期決算短信（非連結）

16



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

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 △21,276 △7,073

無形固定資産の取得による支出 △1,890 △9,546

投資有価証券の取得による支出 △8,046 △15,712

投資有価証券の売却による収入 520 －

貸付金の回収による収入 19,500 14,324

差入保証金の差入による支出 △59,407 △4,754

差入保証金の回収による収入 98,955 153,008

保険積立金の積立による支出 △45,896 △6,328

保険積立金の解約による収入 77,357 －

その他 △4,433 △4,576

投資活動によるキャッシュ・フロー 55,382 119,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,250,000 1,400,000

短期借入金の返済による支出 △1,068,331 △1,473,500

長期借入れによる収入 1,550,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △350,200 △632,754

社債の償還による支出 △90,000 －

リース債務の返済による支出 △4,628 △12,896

長期未払金の返済による支出 △8,366 △1,514

自己株式の取得による支出 △279 △422,620

配当金の支払額 － △30,741

新株予約権の買入消却による支出 △5,000 －

その他 53 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,273,248 △674,027

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,541,610 △468,239

現金及び現金同等物の期首残高 2,828,886 4,370,497

現金及び現金同等物の期末残高 4,370,497 3,902,257
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該当事項はありません。 

  

近の有価証券報告書（平成22年３月31日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略い

たします。 

  

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

(7)【重要な会計方針の変更】

(会計方針の変更)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
  至 平成21年12月31日)

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
  至 平成22年12月31日)

（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更）

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、主として総平均法による原価

法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法）により算定しております。 

これにより損益に与える影響はありません。

――――

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。なお、リー

ス取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。これによる営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益に与える影響は軽微であります。

――――

―――― （工事契約に関する会計基準の適用）

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工

事完成基準を適用しておりましたが、第１四半期会計

期間より、「工事契約に関する会計基準」(企業会計

基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18

号 平成19年12月27日)を適用し、第１四半期会計期間

に着手した工事契約から、当事業年度末までの進捗部

分について成果の確実性が認められる工事については

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

を、その他の工事については工事完成基準を適用する

こととしております。 

なお、当事業年度末においては、工事進行基準を適用

している工事がないため、これによる売上高、営業利

益、経常利益及び税引前純利益に与える影響はありま

せん。
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(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

（貸借対照表関係） 

前期まで区分掲記しておりました「長期未払金」は金

額的重要性が乏しいため、当期から固定負債の「その

他」に含めて表示しております。 

なお、当期の固定負債の「その他」に含まれている

「長期未払金」は418千円であります。

――――

（損益計算書関係）

１前期まで区分掲記しておりました「債務勘定整理

益」は金額的重要性が乏しいため、当期から営業外

収益の「雑収入」に含めて表示しております。 

なお、当期の営業外収益の「雑収入」に含まれてい

る「債務勘定整理益」は331千円であります。

２前期まで区分掲記しておりました「投資有価証券売

却益」は金額的重要性が乏しいため、当期から営業

外収益の「雑収入」に含めて表示しております。 

なお、当期の営業外収益の「雑収入」に含まれてい

る「投資有価証券売却益」は287千円であります。

３前期まで区分掲記しておりました「社債利息」は金

額的重要性が乏しいため、当期から営業外費用の

「支払利息」に含めて表示しております。 

なお、当期の営業外費用の「支払利息」に含まれて

いる「社債利息」は761千円であります。

（損益計算書関係）

「還付消費税等」は前期まで営業外収益の「雑収入」

に含めて表示しておりましたが、当期において金額的

重要性が増したため、区分掲記しております。 

なお、前期の営業外収益の「雑収入」に含まれている

「還付消費税等」は254千円であります。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

１営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

券売却損益（△は益）」は、金額的重要性が乏しい

ため、当期から営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当期の「その他」に含まれている「投資有価

証券売却損益（△は益）」は△287千円であります。

２投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資

産の売却による収入」は、金額的重要性が乏しいた

め、当期から投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しております。 

なお、当期の「その他」に含まれている「有形固定

資産の売却による収入」は295千円であります。

――――
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貸借対照表に関する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略いたします。 

  

損益計算書に関する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略いたします。 

  

株主資本等変動計算書に関する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略いたします。 

  

キャッシュ・フロー計算書に関する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくな

いと考えられるため開示を省略いたします。 

  

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、関連当事者情報、税効果会計、退職給

付、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

前事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

(損益計算書関係)

(株主資本等変動計算書関係)

(キャッシュ・フロー計算書関係)

(開示の省略)

(持分法投資損益等)
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(注)１. １株当たり純資産額は、Ａ種無議決権種類株式の発行済株式数を以下のとおり含めて算定しております。 

 当事業年度末  1,625,000株 

 前事業年度末  3,250,000株 

   ２.  １株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
（注） Ａ種無議決権種類株式の期中平均株式数は、転換仮定方式に準じて算定しております。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり純資産額 491円95銭 １株当たり純資産額 525円99銭

１株当たり当期純利益 6円47銭 １株当たり当期純利益 7円60銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり当期純利益

 当期純利益（千円） 105,986 114,111

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る当期純利益（千円） 105,986 114,111

 普通株式の期中平均株式数の種類別内訳 
 （株） 
       普通株式 
       Ａ種無議決権種類株式 
       計

12,309,908
4,062,500 
16,372,408

12,308,391
2,699,057 
15,007,448

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要

――― ―――

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

――――― ―――――
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①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

取締役及び監査役の異動については、平成23年２月25日開催予定の取締役会において決定、開示の予

定であります。 

  

該当事項はありません。 

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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