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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 86,278 5.0 5,508 13.2 5,253 3.2 2,896 0.8
23年3月期第3四半期 82,135 2.6 4,867 14.3 5,088 11.4 2,875 22.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,834百万円 （3.3％） 23年3月期第3四半期 2,744百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 72.20 ―
23年3月期第3四半期 71.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 138,565 117,909 85.1
23年3月期 138,908 118,084 85.0
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  117,909百万円 23年3月期  118,084百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 37.50 ― 37.50 75.00
24年3月期 ― 37.50 ―
24年3月期（予想） 37.50 75.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 117,000 4.4 7,700 7.5 8,000 6.2 4,600 8.4 114.65



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
上記の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ており、不確実な要素が含まれ変動する可能性を有しております。従いまして、実
際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 40,188,240 株 23年3月期 40,188,240 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 65,258 株 23年3月期 65,023 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 40,123,091 株 23年3月期3Q 40,123,570 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間（平成23年４月１日～12月31日）の経済環境は、東日本大震災からの復

興を背景に緩やかな回復の兆しが感じられたものの、欧州の財政不安など海外情勢による停滞感

や円高の定着などにより、厳しい状況が続きました。 

住宅市場においては、新設住宅着工戸数が４月から11月までの累計で、前年比3.7％の増加と

なったものの、９月以降は前年を下回って推移しており、足元は再び弱含んでおります。 

このような状況の中、当社グループは多様な新商品を発売し、良品廉価を貫くとともに、非住

宅市場やリフォーム市場などの深耕開拓、販路の拡大などによるきめ細かな営業活動を展開しま

した。これらの結果、当第３四半期の連結業績は、売上高86,278百万円（前年同期比5.0％

増）、営業利益5,508百万円（同13.2％増）、経常利益5,253百万円（同3.2％増）、四半期純利

益2,896百万円（同0.8％増）となりました。 

（インテリア事業） 

壁装材では、４月に住宅、オフィスから医療福祉施設など各種施設まで使用できる見本帳「フ

ァイン１０００」を、10月には建築内装のほか、家具や建具、エレベーター扉などにも用いられ

る装飾用硬質塩ビタックシートの新見本帳「リアテック vol.７」を発行しました。 

カーテンについては、４月に教育、医療、福祉施設などの各種施設でも安心して使用できる全

点難燃商品の見本帳「コントラクトカーテン vol.７」を発行しました。また５月には「椅子張

総合見本 vol.６」、９月にはオーダーカーテンの見本帳「ソレイユドゥ」を発行し、多様化す

るニーズに応える豊富な商品バリエーションを収録して販売に努めました。 

床材については、７月に「フロアタイル」の新見本帳を発行し、主として商業施設等の非住宅

用途で好評を博しました。これらのほか、既発行の見本帳収録商品の拡販にも努めた結果、イン

テリア事業における売上高は74,195百万円（前年同期比4.3％増）、営業利益は5,189百万円（同

7.2％増）となりました。 

（エクステリア事業） 

エクステリア事業を担う株式会社サングリーンでは、平成23年３月に子会社化していた株式会

社八千代商事を10月１日に吸収合併し、経営資源の集中による効率化やシナジー効果で収益性の

追求を図るとともに、新たなユーザーニーズの開拓に繋げ、更なる成長をめざしています。 

これらの結果、エクステリア事業における売上高は9,050百万円（前年同期比5.7％増）、営業

利益は188百万円（同77.7％増）となりました。 

（照明器具事業） 

照明器具事業を担う山田照明株式会社では、節電対策商品の需要の高まりから、可動式アーム

スタンド「Ｚライト」などＬＥＤ照明の売上が伸長した結果、売上高は3,035百万円（前年同期

比24.9％増）、営業利益は129百万円（前年同期は営業損失80百万円）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末における総資産は、前期末に比べて342百万円減少し、138,565百万円となりま

した。主な減少要因は法人税等及び配当金の支払などであります。また純資産は117,909百万円

となり自己資本比率は85.1％となりました。   

           

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成23年５月11日発表のとおりで変更はありません。      

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

   

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号

平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,201 18,482

受取手形及び売掛金 38,477 40,533

有価証券 25,021 24,004

商品及び製品 7,056 9,670

原材料及び貯蔵品 1,248 1,693

その他 1,125 952

貸倒引当金 △191 △216

流動資産合計 94,939 95,120

固定資産   

有形固定資産   

土地 19,609 19,716

その他（純額） 8,588 8,211

有形固定資産合計 28,198 27,928

無形固定資産   

その他 511 385

無形固定資産合計 511 385

投資その他の資産   

投資有価証券 3,252 3,000

その他 12,710 12,811

貸倒引当金 △703 △680

投資その他の資産合計 15,259 15,131

固定資産合計 43,969 43,445

資産合計 138,908 138,565



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,045 13,169

短期借入金 － 30

1年内返済予定の長期借入金 21 21

未払法人税等 1,940 896

賞与引当金 895 479

災害損失引当金 164 －

その他 2,049 2,108

流動負債合計 17,116 16,705

固定負債   

長期借入金 162 145

退職給付引当金 2,180 2,381

役員退職慰労引当金 69 73

長期未払金 952 941

その他 342 408

固定負債合計 3,707 3,950

負債合計 20,823 20,656

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,616 13,616

資本剰余金 20,005 20,005

利益剰余金 84,207 84,094

自己株式 △122 △122

株主資本合計 117,707 117,594

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 377 315

その他の包括利益累計額合計 377 315

純資産合計 118,084 117,909

負債純資産合計 138,908 138,565



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 82,135 86,278

売上原価 57,806 61,342

売上総利益 24,328 24,935

販売費及び一般管理費 19,461 19,426

営業利益 4,867 5,508

営業外収益   

受取利息 36 36

受取配当金 57 53

不動産賃貸料 90 90

その他 147 139

営業外収益合計 331 320

営業外費用   

支払利息 2 2

不動産賃貸費用 9 8

為替差損 94 553

その他 3 11

営業外費用合計 110 576

経常利益 5,088 5,253

特別利益   

固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 32 －

特別利益合計 33 0

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 59 3

投資有価証券評価損 86 63

その他 0 5

特別損失合計 147 73

税金等調整前四半期純利益 4,974 5,180

法人税、住民税及び事業税 1,956 2,021

法人税等調整額 142 262

法人税等合計 2,099 2,283

少数株主損益調整前四半期純利益 2,875 2,896

四半期純利益 2,875 2,896



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,875 2,896

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △130 △62

その他の包括利益合計 △130 △62

四半期包括利益 2,744 2,834

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,744 2,834



（３）継続企業の前提に関する注記  

該当事項はありません。   

   

（４）セグメント情報等  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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） 

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 

（注）１．セグメント利益の調整額は、全てセグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益又は損失は、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。  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

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 

（注）１．セグメント利益の調整額は、全てセグメント間取引消去であります。 

      ２．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。   

（５）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。     

   

  （単位：百万円）

  インテリア 
事業 

エクステリ
ア事業 

照明器具
事業 

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高           

外部顧客への売上高  71,150  8,561  2,423  －  82,135

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 －  －  6  △6  －

計  71,150  8,561    2,429  △6  82,135

セグメント利益又は 
損失（△） 

 4,843  105  △80  △1  4,867

  （単位：百万円）

  インテリア 
事業 

エクステリ
ア事業 

照明器具
事業 

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高           

外部顧客への売上高  74,195  9,046  3,035  －  86,278

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 －  3  0  △3  －

計  74,195  9,050    3,035  △3  86,278

セグメント利益  5,189  188  129  1  5,508


	120126サマリー情報①.pdf
	120127本文③.pdf

	ヘッダー3: ㈱サンゲツ（8130）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー4: ㈱サンゲツ（8130）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー5: ㈱サンゲツ（8130）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー6: ㈱サンゲツ（8130）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー7: ㈱サンゲツ（8130）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー8: ㈱サンゲツ（8130）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー9: ㈱サンゲツ（8130）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー10: ㈱サンゲツ（8130）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -


