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1.  平成23年12月期第1四半期の業績（平成23年1月1日～平成23年3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12月期第1四半期 8,010 2.7 △122 ― △135 ― △210 ―

22年12月期第1四半期 7,800 △12.6 △179 ― △191 ― △201 ―

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12月期第1四半期 △14.65 ―

22年12月期第1四半期 △12.29 ―

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12月期第1四半期 20,049 7,046 35.1 505.75
22年12月期 19,880 7,328 36.9 525.99

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  7,046百万円 22年12月期  7,328百万円

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12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年12月期 ―

23年12月期 
（予想）

0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成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)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

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



(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.５「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12月期1Q  12,662,100株 22年12月期  12,662,100株

② 期末自己株式数 23年12月期1Q  354,486株 22年12月期  354,286株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q  12,307,693株 22年12月期1Q  12,308,893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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、P.４「１．当四半期の業績等に関する定性的情報（3）業績予想に関する定性的情報」を
ご覧ください。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、引き続き雇用情勢が厳しいものの、新興国を中心とし

た輸出増加や景気対策により、企業業績は緩やかな回復基調にありましたが、平成23年３月11日に発生

した東日本大震災により、景気の先行きに不透明感が高まりました。 

インテリア業界におきましても、重要な指標である新設住宅着工戸数は対前年同期比でプラスを継続

しておりますが、今回の震災の影響を受け、消費者の購入意欲の冷え込み、寸断されたサプライチェー

ンの回復の見込みへの不透明感等、先行きに対する不安要素が増しております。 

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比2.7％増の8,010百万円となりました。 

利益面におきましては、全社での原価率は前年同期比で若干上昇しており、売上総利益は前年同期比

1.0％減の2,004百万円となりました。販売費及び一般管理費につきましては、業務委託費等の増加要因

はあったものの、見本帳費、リース料、荷造運搬費等をはじめとする費目において削減を行なった結

果、前年同期比3.5％減の2,127百万円となり、営業損失122百万円、経常損失135百万円となりました。

また、資産除去債務に関する会計基準の適用や災害による損失を特別損失に計上したことにより四半期

純損失は210百万円となりました。 

セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

カーテンは３月に様々なライフスタイルをスタイリッシュに表現した見本帳“ファブリックデコ”

を発行、床材は２月に耐久性、耐摩擦性に優れた複層ビニル床タイル“エルワイタイル”を発行した

他、壁装材見本帳“ライト”、“らくらくリフォーム”、“Ｖ－ウォール”、床材見本帳“クッショ

ンフロア”等を増冊発行し拡販に努め、売上高は前年同期比3.0％増の6,887百万円となりました。 

利益面におきましては、原価削減のための様々な施策を実行いたしましたが、同業他社との競合に

よる販売単価の下落を主因として売上原価率は前年同期比で上昇しております。 

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、震災の影響による大口物件の延期等の減収要因はあったものの、売上高は前

年同期比1.1％増の1,122百万円となりました。 

利益面におきましては、原価管理の徹底を行なった結果、原価率は前年同期比で低下しておりま

す。 

  

（資産、負債、純資産の状況） 

当第１四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比168百万円増の20,049百万円となりました。 

流動資産は前事業年度末比34百万円減の13,932百万円となりました。これは受取手形及び売掛金の増

加（293百万円）、商品の増加（160百万円）等の増加要因はあったものの、主に現金及び預金の減少

（606百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比203百万円増の6,116百万円となりま

した。これは主に見本帳製作仮勘定（投資その他の資産「その他」）の増加（107百万円）、長期前払

見本帳費（投資その他の資産「その他」）の増加（67百万円）によるものであります。 

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

① インテリア事業

② オフィス事業

(2) 財政状態に関する定性的情報
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負債総額は前事業年度末比450百万円増の13,002百万円となりました。流動負債は前事業年度末比290

百万円増の11,657百万円となりました。これは短期借入金の減少（241百万円）等の減少要因はあった

ものの、主に固定資産購入等支払手形（「その他」）の増加（245百万円）、支払手形及び買掛金の増

加（129百万円）、未払金（「その他」）の増加（75百万円）によるものであります。固定負債は前事

業年度末比160百万円増の1,344百万円となりました。これは主に長期借入金の増加（91百万円）、資産

除去債務の増加（51百万円）によるものであります。 

純資産は前事業年度末比282百万円減の7,046百万円となりました。これは主に四半期純損失の計上及

び剰余金の配当による利益剰余金の減少（279百万円）によるものであります。なお、自己資本比率は

35.1％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主要因はつぎのとおりであります。 

当第１四半期累計期間末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606百万円減少し、3,296百万円となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当第１四半期累計期間における営業活動により使用した資金は、前事業年度末と比較して534百万円

増加し、447百万円となりました。これは固定資産購入等支払手形の増加（245百万円）等の増加要因は

ありましたが、売上債権の増加（293百万円）、長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増加（253百

万円）、税引前四半期純損失（188百万円）等の減少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＞ 

当第１四半期累計期間における投資活動により使用した資金は、前事業年度末と比較して121百万円

増加し、2百万円となりました。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当第１四半期累計期間における財務活動により使用した資金は、前事業年度末と比較して518百万円

減少し、155百万円となりました。これは長期借入れによる収入（350百万円）、短期借入による収入

（200百万円）等の増加要因はありましたが、短期借入金の返済（441百万円）、長期借入金の返済

（188百万円）、配当金の支払額（69百万円）等によるものであります。 
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平成23年３月11日に発生した東日本大震災による当社従業員への人的被害はありませんでした。ま

た、当社の本社・支店・物流センター及び営業所等の建物損壊はなく、一部支店等において商品棚・自

動倉庫設備、商品等に被害が発生いたしましたが、速やかに修復を終え通常通りの営業を行なっており

ます。 

当社を取り巻く環境としては、住宅資材の不足から当社の商品を使用する内装仕上工事の工程が大幅

に遅れている状況であり、サプライチェーンの回復見込みが不透明であること、消費者の住宅購入意欲

の減退も一部想定される等、厳しい事業環境になるものと考えております。 

しかしながら、直接的に当社の業績に対する影響額の把握が現時点において困難であり、かつ、現時

点においては限定的であると考えております。従って、平成23年12月期の業績予想に関しては、平成23

年２月14日に開示いたしました「平成22年12月期決算短信（非連結）」からの変更は行っておりませ

ん。 

なお、今後の経営環境の変化により、業績予想の変更の必要性が生じた場合は、適切に開示してまい

ります。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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たな卸資産の評価方法 

当第１四半期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、前事業年度末の実地棚卸

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。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第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。これによる営業損失及び経常損失に与える影響は軽微でありま

すが、税引前四半期純損失は40,284千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資

産除去債務の変動額は50,861千円であります。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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１四半期会計期間末
(平成23年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,296,239 3,902,257

受取手形及び売掛金 6,767,885 6,474,223

商品 2,162,587 2,002,315

その他 1,719,224 1,601,835

貸倒引当金 △13,217 △13,035

流動資産合計 13,932,719 13,967,596

固定資産

有形固定資産 2,250,138 2,266,506

無形固定資産 155,063 132,632

投資その他の資産

差入保証金 2,249,922 2,253,384

その他 1,526,142 1,330,066

貸倒引当金 △64,646 △69,458

投資その他の資産合計 3,711,418 3,513,992

固定資産合計 6,116,620 5,913,132

資産合計 20,049,340 19,880,728

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,066,835 8,936,939

短期借入金 615,900 857,400

1年内返済予定の長期借入金 796,096 726,148

未払法人税等 21,517 64,912

賞与引当金 136,746 82,984

工事損失引当金 － 1,041

その他 1,020,860 698,500

流動負債合計 11,657,955 11,367,926

固定負債

長期借入金 691,860 599,898

退職給付引当金 416,087 420,754

資産除去債務 51,117 －

その他 185,861 163,653

固定負債合計 1,344,926 1,184,305

負債合計 13,002,881 12,552,232

リリカラ㈱　（9827）　平成23年度12月期　第1四半期決算短信（非連結）

6



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成23年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,335,500 3,335,500

資本剰余金 3,195,264 3,195,264

利益剰余金 527,077 806,830

自己株式 △58,830 △58,807

株主資本合計 6,999,011 7,278,787

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 47,447 49,709

評価・換算差額等合計 47,447 49,709

純資産合計 7,046,458 7,328,496

負債純資産合計 20,049,340 19,880,728
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 7,800,048 8,010,562

売上原価 5,775,573 6,005,973

売上総利益 2,024,474 2,004,588

販売費及び一般管理費 2,203,873 2,127,338

営業損失（△） △179,398 △122,749

営業外収益

受取利息 1,976 1,736

受取配当金 747 121

不動産賃貸料 6,948 6,530

助成金収入 6,347 4,720

その他 5,541 6,343

営業外収益合計 21,561 19,451

営業外費用

支払利息 12,654 11,697

手形売却損 14,597 13,763

その他 6,820 6,795

営業外費用合計 34,072 32,256

経常損失（△） △191,908 △135,554

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,049 －

特別利益合計 1,049 －

特別損失

災害による損失 － 13,542

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 39,768

特別損失合計 － 53,310

税引前四半期純損失（△） △190,859 △188,864

法人税、住民税及び事業税 10,335 21,224

四半期純損失（△） △201,195 △210,089
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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１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △190,859 △188,864

減価償却費 17,751 18,111

ソフトウエア償却費 6,231 7,957

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,968 △4,629

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,226 53,761

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △4,666

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 △2,723 △1,857

支払利息 12,654 11,697

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 39,768

売上債権の増減額（△は増加） △240,270 △293,661

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,761 △171,247

前渡金の増減額（△は増加） － 615

未収入金の増減額（△は増加） △39,907 △9,537

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）

△186,683 △253,088

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2,198 4,843

仕入債務の増減額（△は減少） △259,756 129,896

未払金の増減額（△は減少） 53,361 64,869

未払消費税等の増減額（△は減少） △50,856 △15,086

固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） 258,909 245,750

その他 4,903 △16,095

小計 △587,551 △382,504

利息及び配当金の受取額 4,972 4,087

利息の支払額 △14,932 △13,357

法人税等の支払額 △49,007 △56,062

営業活動によるキャッシュ・フロー △646,519 △447,837

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 △325 △2,837

無形固定資産の取得による支出 △8,646 △1,830

投資有価証券の取得による支出 △1,946 △1,992

貸付金の回収による収入 4,424 3,300

差入保証金の差入による支出 △3,091 △719

差入保証金の回収による収入 48,151 4,182

保険積立金の積立による支出 △1,533 △1,879

その他 △2,950 △819

投資活動によるキャッシュ・フロー 34,082 △2,596
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（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

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 200,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △480,000 △441,500

長期借入れによる収入 － 350,000

長期借入金の返済による支出 △140,856 △188,090

リース債務の返済による支出 △2,169 △6,203

長期未払金の返済による支出 △1,107 △62

自己株式の取得による支出 △21 △23

配当金の支払額 △25,999 △69,705

財務活動によるキャッシュ・フロー △450,154 △155,584

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） △1,062,590 △606,018

現金及び現金同等物の期首残高 4,370,497 3,902,257

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,307,907 3,296,239
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

① 自己株式の取得 

当社は、Ａ種無議決権種類株主（合同会社ＬＹコーポレーション）より、平成23年５月６日付け

で当社Ａ種無議決権種類株式の金銭を対価とする取得請求を受け、同日取得いたしました。この結

果、自己株式が211,250千円増加しております。 

  

② 自己株式の消却 

平成23年５月６日付けで開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を

消却することを決議し、実施いたしました。この結果、資本剰余金が211,250千円減少し、自己株

式が211,250千円減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 重要な後発事象に関する注記
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