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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 29,803 11.5 1,456 13.8 1,272 △4.4 682 △9.2
24年3月期第1四半期 26,734 2.7 1,280 38.8 1,331 42.0 752 65.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 580百万円 （△22.1％） 24年3月期第1四半期 745百万円 （189.0％）

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

25年3月期第1四半期 17.02 ―
24年3月期第1四半期 18.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 139,253 118,485 85.1
24年3月期 142,247 119,409 83.9
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 118,485百万円 24年3月期 119,409百万円

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

24年3月期 ― 37.50 ― 37.50 75.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 37.50 ― 37.50 75.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 58,000 5.2 2,850 △9.0 3,050 6.4 1,800 6.2 44.86
通期 122,500 3.4 7,500 5.7 7,800 8.6 4,500 8.4 112.16



(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

（注）詳細は、添付資料3ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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。

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 40,188,240 株 24年3月期 40,188,240 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 65,480 株 24年3月期 65,426 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 40,122,794 株 24年3月期1Q 40,123,206 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（平成24年４月１日～６月30日）の経済環境は、大震災後の復興需要の活発化に

より緩やかな回復が感じられたものの、世界的な景気減速、欧州の財政不安、円高の進行などに

より先行き不透明な状況となりました。

住宅市場では、住宅エコポイント制度などの住宅取得支援策の効果もあり、新設住宅着工戸数

は今年１月から５月までの累計で前年比6.2％の増加となりました。

このような状況の中、当社グループは環境に配慮し、良品廉価を貫くとともに、販路の拡大な

どによるきめ細かな営業活動を展開し、当第１四半期の連結業績は、売上高29,803百万円（前年

同期比11.5％増）、営業利益1,456百万円（同13.8％増）、経常利益1,272百万円（同4.4％

減）、四半期純利益682百万円（同9.2％減）となりました。

（インテリア事業）

インテリア事業では、本社ショールームに併設するモデルルームを９年ぶりに全面改装し、６

月にリニューアルオープンいたしました。新たなモデルルームでは、ＬＥＤ照明を取り入れたコ

ーディネートで消費電力をおよそ４割削減するとともに、リビングやベッドルームなど好みに合

わせてカスタマイズできる部屋を新設し、より具体的な商品選びを可能にする空間としました。

壁装材では、４月に中間価格帯の商品を収録した見本帳「リザーブ１０００」を改訂し、発売

しました。収録品は全てシックハウス規制の 上位認定品とし、また、汚れ防止壁紙性能試験で

高等級のクオリティを持つ「ＥＢフィルム」壁紙などの新しい機能性壁紙を収録して発売しま

した。

床材では、５月に主に戸建住宅やアパート、マンションで用途に応じて幅広くご利用いただけ

るクッションフロア「住宅用」を、６月に「各種施設用」を発売しました。その他既発行の見本

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25,458百万円（前年同期比

11.2％増）、営業利益は1,385百万円（同21.5％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、企業間の競争の激化などを受け、厳しい

状況が続く中、新規顧客の開拓など地道な営業活動を積み重ねております。これらの結果、エク

ステリア事業における売上高は3,439百万円（前年同期比26.0％増）、営業利益は87百万円（同

79.4％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、前年に引き続き節電対策需要への取り組みなどを

行いましたが、売上高は916百万円（前年同期比17.1％減）、営業損失は15百万円（前年同期は

営業利益90百万円）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末における総資産は、前期末に比べて2,994百万円減少し、139,253百万円となり

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118,485百万

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24年５月９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

（減価償却方法の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24

年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変

更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,077 18,365

受取手形及び売掛金 43,760 42,561

有価証券 24,511 23,010

商品及び製品 8,613 10,054

原材料及び貯蔵品 1,559 1,433

その他 1,040 710

貸倒引当金 △195 △191

流動資産合計 98,368 95,945

固定資産

有形固定資産

土地 19,613 19,613

その他（純額） 8,229 8,200

有形固定資産合計 27,843 27,814

無形固定資産

その他 363 326

無形固定資産合計 363 326

投資その他の資産

投資有価証券 3,363 3,170

その他 12,964 12,651

貸倒引当金 △655 △654

投資その他の資産合計 15,672 15,167

固定資産合計 43,879 43,308

資産合計 142,247 139,253



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,476 13,416

短期借入金 22 15

1年内返済予定の長期借入金 21 22

未払法人税等 1,981 345

賞与引当金 951 449

その他 2,387 2,444

流動負債合計 18,839 16,693

固定負債

長期借入金 140 134

退職給付引当金 2,413 2,488

役員退職慰労引当金 74 76

長期未払金 941 941

その他 428 433

固定負債合計 3,998 4,075

負債合計 22,838 20,768

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 85,348 84,527

自己株式 △122 △123

株主資本合計 118,848 118,026

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 561 458

その他の包括利益累計額合計 561 458

純資産合計 119,409 118,485

負債純資産合計 142,247 139,253



（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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 26,734 29,803

売上原価 18,976 21,519

売上総利益 7,758 8,283

販売費及び一般管理費 6,477 6,827

営業利益 1,280 1,456

営業外収益

受取利息 12 9

受取配当金 25 33

不動産賃貸料 29 24

その他 33 40

営業外収益合計 100 108

営業外費用

支払利息 0 0

不動産賃貸費用 2 1

為替差損 40 287

その他 4 2

営業外費用合計 49 292

経常利益 1,331 1,272

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 0 4

投資有価証券評価損 52 58

特別損失合計 53 63

税金等調整前四半期純利益 1,277 1,209

法人税、住民税及び事業税 228 323

法人税等調整額 296 203

法人税等合計 525 526

少数株主損益調整前四半期純利益 752 682

四半期純利益 752 682



（四半期連結包括利益計算書）
（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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 752 682

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7 △102

その他の包括利益合計 △7 △102

四半期包括利益 745 580

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 745 580



（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）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。

（５）セグメント情報等

（セグメント情報）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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。

（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 22,900 2,729 1,105 － 26,734

セグメント間の内部売
上高又は振替高 － － 0 △0 －

計 22,900 2,729 1,105 △0 26,734

セグメント利益 1,140 48 90 0 1,280

（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 25,458 3,439 906 － 29,803

セグメント間の内部売
上高又は振替高 － － 10 △10 －

計 25,458 3,439 916 △10 29,803

セグメント利益又は
損失（△） 1,385 87 △15 △1 1,456
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