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 (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12月期第1四半期 20,945 △10.5 624 △44.7 576 △53.8 △173 ―22年12月期第1四半期 23,404 3.0 1,129 ― 1,248 ― 907 ―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 △3.49 ―22年12月期第1四半期 17.89 ―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 80,269 35,459 43.1 696.7122年12月期 77,551 36,017 45.4 707.70（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  34,629百万円 22年12月期  35,176百万円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 5.0023年12月期 ―23年12月期 （予想） 0.00 ― 5.00 5.003.  平成23年12月期の連結業績予想（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) 44,400 1.0 960 34.1 1,190 15.2 700 378.0 14.08通期 92,000 10.5 400 ― 660 23.7 200 7.4 4.02



(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  無  （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きの対象外であり、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き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 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き作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提、その他関連する事項につきましては、添付資料の３ページをご参照ください。 

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12月期1Q  52,143,948株 22年12月期  52,143,948株② 期末自己株式数 23年12月期1Q  2,439,128株 22年12月期  2,438,995株③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q  49,704,902株 22年12月期1Q  50,706,742株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の景気は、当初持ち直しに転じその後の足踏み状態からも脱しつつ

あったところ、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による甚大な損害、及びそれに伴う生産停滞と消費低

迷により、回復の中断を余儀なくされました。 

当業界におきましても、企業の設備投資意欲がゆるやかな回復基調にある中、例年であれば 大需要期である

３月に震災が発生し、生産・物流に支障を来たしました。 

 このような経営環境のもと、当社グループは、「顧客第一主義」に基づき、新製品開発とオンリーワン製品の

重点販売、ソリューション型営業を徹底したことに加え、震災後はお客様の復興ニーズに 優先で対応いたしま

した。一方で、引き続き抜本的なコスト削減と体質改革にも鋭意取り組みました。 

 当社グループの震災による直接の影響については、一部在庫商品に損害が発生しました。また、交通規制の影

響等により、お客様への納品・工事等のサービスの遅延が発生し、３月の業績は前年を大きく下回りました。 

 その結果、売上高は209億45百万円（前年同期比10.5％減）、営業利益は６億24百万円（前年同期比44.7％

減）、経常利益は５億76百万円（前年同期比53.8％減）となりました。震災関連費用や資産除去債務費用等を特

別損失に計上したことにより、１億73百万円の四半期純損失（前年同期は９億７百万円の四半期純利益）となり

ました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 なお、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。 

 また、各セグメントの前年同期比につきましては、前第１四半期連結会計期間の実績を組み替えて算出してお

ります。  

[オフィス関連事業] 

 この事業につきましては、首都圏や主要都市における新築、移転、リニューアル需要に対して、多様化するワ

ークスタイルへの対応や地球環境に配慮した商品の提供に加え、セキュリティに関するコンサルティングを強化

しました。２月にショールームで開催しご好評をいただいた展示会「ＩＰ１２１」では、 新技術を駆使したク

リエイティブ・オフィスやエコ・オフィスを具体的に体感いただけるソリューション提案を展開し、需要喚起に

努めました。 

 業績につきましては、売上高126億80百万円（前年同期比10.7％減）、営業利益６億10百万円（前年同期比

46.9％減）となりました。 

[設備機器関連事業] 

 この事業につきましては、建材、物流設備、セキュリティ設備、研究設備、商業施設設備等における差別化製

品の開発や他社との協業による商品・サービスの機能拡張に努めました。特に、研究設備分野では、資本・業務

提携を行った株式会社ダルトンとの協働により、事業強化拡大を図る成長戦略への取り組みを進めました。 

 業績につきましては、売上高69億80百万円（前年同期比9.0％減）、営業損失27百万円（前年同期は１億64百万

円の損失）となりました。  

[その他] 

 この事業につきましては、少子化により需要減の傾向にある学習家具分野において、フルＬＥＤ照明を搭載し

た学習デスクがご好評をいただきました。 

 業績につきましては、売上高12億83百万円（前年同期比16.2％減）、営業利益42百万円（前年同期比71.0％

減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四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て27億17百万円増加し、802億69百万円とな

りました。これは主に、仕掛品が15億19百万円、現金及び預金が７億74百万円、商品及び製品が５億９百万円そ

れぞれ増加したことによるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べて32億75百万円増加し、448億９百万円となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金が32億97百万円増加したことによるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて５億57百万円減少し、354億59百万円となりました。これは主に、利益剰

余金が４億22百万円、その他有価証券評価差額金が１億14百万円それぞれ減少したことによるものです。また、

自己資本比率は43.1％となり、前連結会計年度末に比べて2.3ポイント低下しております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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②連結キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比

べ、７億20百万円の資金の増加があり、115億９百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーで17億14百万円の資金が増加しましたが、投資活動によるキャッシュ・フローで５億15百万円、財務活動によ

るキャッシュ・フローで４億73百万円それぞれ資金が減少したことによるものです。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は17億14百万円（前年同期は７百万円の減少）となりました。この主なものは、

たな卸資産の増加があったものの、減価償却費の計上及び仕入債務が増加したこと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） 

 投資活動による資金の減少は５億15百万円（前年同期は４億88百万円の増加）となりました。この主なもの

は、投資有価証券の取得による支出等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） 

 財務活動による資金の減少は４億73百万円（前年同期は12億97百万円の増加）となりました。この主なもの

は、長期借入金の返済による支出及び配当金の支払等によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、当面のわが国経済の見通しは見極めが難しい状況にありま

す。現段階では、平成23年12月期の当社グループ連結業績に与える影響の算定は困難であるため、業績予想に変

更はございません。今後、見直しが必要と判断した場合には、速やかに業績予想の変更を開示いたします。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 重要な該当事項はありません。   

  

（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がそれぞれ１百万円、税金等調整前四半期純利益が202百万円減少しており

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115百万円であります。 

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。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

２．その他の情報
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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１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,714 10,940

受取手形及び売掛金 20,980 20,684

有価証券 74 174

商品及び製品 3,269 2,759

仕掛品 2,652 1,133

原材料及び貯蔵品 1,054 927

その他 1,139 1,090

貸倒引当金 △139 △179

流動資産合計 40,745 37,531

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,598 13,782

土地 7,659 7,676

その他（純額） 4,661 4,850

有形固定資産合計 25,919 26,309

無形固定資産   

のれん 25 28

その他 839 775

無形固定資産合計 865 803

投資その他の資産   

投資有価証券 6,944 7,141

その他 7,161 7,147

貸倒引当金 △966 △981

投資損失引当金 △400 △400

投資その他の資産合計 12,738 12,907

固定資産合計 39,523 40,020

資産合計 80,269 77,551

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,064 15,767

短期借入金 8,065 7,849

未払法人税等 109 138

賞与引当金 409 449

受注損失引当金 33 62

違約金損失引当金 127 127

その他 3,777 3,814

流動負債合計 31,585 28,208
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日) 

固定負債   

長期借入金 3,675 4,064

退職給付引当金 5,004 4,890

役員退職慰労引当金 48 69

製品自主回収関連損失引当金 285 286

負ののれん 18 20

その他 4,191 3,993

固定負債合計 13,223 13,325

負債合計 44,809 41,534

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,277 5,277

資本剰余金 13,021 13,021

利益剰余金 17,514 17,936

自己株式 △1,177 △1,177

株主資本合計 34,635 35,057

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 135 250

為替換算調整勘定 △142 △131

評価・換算差額等合計 △6 118

少数株主持分 829 840

純資産合計 35,459 36,017

負債純資産合計 80,269 77,551
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 23,404 20,945

売上原価 15,412 13,466

売上総利益 7,992 7,479

販売費及び一般管理費 6,862 6,854

営業利益 1,129 624

営業外収益   

受取利息 22 18

受取配当金 6 5

負ののれん償却額 4 2

受取賃貸料 68 67

受取保険金 64 30

その他 57 62

営業外収益合計 223 187

営業外費用   

支払利息 46 42

持分法による投資損失 5 136

減価償却費 27 18

その他 24 38

営業外費用合計 104 235

経常利益 1,248 576

特別利益   

固定資産売却益 14 0

製品自主回収関連損失引当金戻入額 114 －

貸倒引当金戻入額 － 53

その他 11 4

特別利益合計 140 58

特別損失   

投資有価証券評価損 213 188

課徴金 128 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 201

災害による損失 － 300

その他 2 33

特別損失合計 343 723

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（△）

1,045 △88

法人税、住民税及び事業税 125 121

法人税等調整額 △0 △28

法人税等合計 124 92

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △181

少数株主利益又は少数株主損失（△） 13 △7

四半期純利益又は四半期純損失（△） 907 △173
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(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（△）

1,045 △88

減価償却費 728 607

のれん償却額 △1 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22 △54

賞与引当金の増減額（△は減少） 178 △40

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11 △23

受注損失引当金の増減額（△は減少） △72 △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） 148 113

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16 △21

製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減
少）

△190 △1

リコール損失引当金の増減額（△は減少） △1 －

受取利息及び受取配当金 △29 △24

支払利息 46 42

持分法による投資損益（△は益） 5 136

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △7 △1

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 213 188

固定資産売却損益（△は益） △14 0

売上債権の増減額（△は増加） △5,701 △303

たな卸資産の増減額（△は増加） △755 △2,158

仕入債務の増減額（△は減少） 3,447 3,302

その他 1,131 183

小計 164 1,828

利息及び配当金の受取額 25 24

利息の支払額 △33 △34

法人税等の支払額 △164 △105

営業活動によるキャッシュ・フロー △7 1,714

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 △828 △93

定期預金の払戻による収入 1,306 40

有形固定資産の取得による支出 △206 △207

有形固定資産の売却による収入 19 27

投資有価証券の取得による支出 △39 △258

投資有価証券の売却による収入 136 4

投資有価証券の償還による収入 197 100

短期貸付金の増減額（△は増加） △76 18

長期貸付けによる支出 － △55

長期貸付金の回収による収入 26 19

その他 △47 △111

投資活動によるキャッシュ・フロー 488 △515
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（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

短期借入金の純増減額（△は減少） 788 204

長期借入れによる収入 800 －

長期借入金の返済による支出 △6 △370

配当金の支払額 △253 △248

少数株主への配当金の支払額 △5 △5

その他 △25 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,297 △473

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,783 720

現金及び現金同等物の期首残高 8,087 10,788

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,870 11,509
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 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１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

市場及び販売方法等の類似性に基づいて４つのセグメントに区分しております。 

２．各事業区分の主な商品及び製品 

① オフィス関連事業……………事務用デスク及びチェア、収納家具、カウンター、パネル、金庫、

オフィス営繕、組立・施工等の物流サービス等  

② 設備機器関連事業……………建築間仕切、物流設備機器、商業設備機器、研究設備機器等 

③ 家庭用関連事業………………学習デスク及びチェア、書斎机、書棚、福祉・介護用品、 

その他小物家具等 

④ 保守サービス関連事業………什器の修理、メンテナンス等 

     

〔所在地別セグメント情報〕   

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

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

  

〔海外売上高〕 

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

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

    

〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

 当社グループは、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、当社グループは製品の種類及び販売市場の類似性を考慮した製品・サービス別のセグメントから

構成されており、「オフィス関連事業」及び「設備機器関連事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「オフィス関連事業」は、事務用デスク及びチェア、収納家具等の製造販売、オフィス営繕や組立・施工等の

サービスを行っております。「設備機器関連事業」は、建築間仕切、物流設備機器、研究設備機器等の製造販売

を行っております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
オフィス関
連事業 

（百万円） 

設備機器関
連事業 

（百万円） 

家庭用関連
事業 

（百万円） 

保守サービ
ス関連事業
（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 
 14,204  7,668  1,274  257  23,404  -  23,404

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 2  2       -  1  6  (6)  -

計  14,206  7,671  1,274  259  23,411  (6)  23,404

営業利益又は営

業損失(△) 
 1,148  △164  122  22  1,129  (0)  1,129
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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１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日  至 平成23年３月31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、家庭用家具事業及び保

守サービス事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の合計額は、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。  

  

（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。  

  

株式会社ダルトンの株式取得について 

 当社は、平成23年２月17日開催の取締役会において、株式会社ダルトンの第三者割当増資を引き受けることを

決議し、平成23年４月18日付で同社の株式を取得いたしました。なお、当社は同社を連結子会社とする予定であ

ります。 

(1)株式取得の理由 

 当社と同社は、両社の研究施設機器事業において協力関係を構築することにより、業績拡大・企業価値の

向上を図る目的で、平成22年３月11日に資本・業務提携契約を締結し、両社で、当該事業の事業強化や提携

シナジーについて検討を重ねてまいりました。 

 その結果、業績責任を共有する連結グループ会社として共同して営業展開することにより、営業効率を高

めるとともに、両社ノウハウや技術力を更に融合させた差別化製品の開発や、徹底した原価低減を図り、市

場での競争優位を獲得することが必要不可欠であるとの結論に達し、今回の株式取得となりました。 

(2)株式会社ダルトンの概要 

① 商号      株式会社ダルトン 

② 代表者     代表取締役社長 矢澤 英人 

③ 所在地     東京都新宿区市谷左内町９番地 

④ 設立年月日   昭和23年７月３日 

⑤ 主な事業の内容 科学研究施設・粉体機械等の製造販売 

⑥ 資本金     1,122百万円 

⑦ 決算日     ９月30日 

(3)株式取得の概要 

① 株式の取得日  平成23年４月18日 

② 引受株式数   3,600,000株（増資後の発行済株式総数に対する所有割合 51.7％） 

③ 引受総額     529百万円  

  

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 
関連事業 

設備機器
関連事業 

計

売上高               

外部顧客への売上

高 
 12,680  6,980  19,661  1,283  20,945  －  20,945

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 1  3  5  3  9  △9  －

計  12,682  6,983  19,666  1,287  20,954  △9  20,945

セグメント利益又

は損失（△) 
 610  △27  582  42  624  －  624

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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