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(百万円未満切捨て)
１．平成26年12月期第２四半期の業績（平成26年１月１日～平成26年６月30日）

（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 ％

26年12月期第２四半期 29,856 4.9 743 36.7 871 31.0 742 32.7

25年12月期第２四半期 28,475 2.5 543 △19.8 665 △15.1 559 21.8
　

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

26年12月期第２四半期 40.06 ―

25年12月期第２四半期 30.18 ―
　

　

（２）財政状態

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

26年12月期第２四半期 48,449 35,878 74.1 1,935.66

25年12月期 47,657 36,250 76.1 1,955.71
(参考) 自己資本 26年12月期第２四半期 35,878百万円 25年12月期 36,250百万円
　

２．配当の状況

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

25年12月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00

26年12月期 ― 0.00

26年12月期(予想) ― 40.00 40.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

３．平成26年12月期の業績予想（平成26年１月１日～平成26年12月31日）
(％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
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 58,500 4.0 1,224 45.2 1,390 38.5 1,007 17.6 54.34
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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
　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年12月期２Ｑ 19,400,000株 25年12月期 19,400,000株

② 期末自己株式数 26年12月期２Ｑ 864,434株 25年12月期 864,414株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期２Ｑ 18,535,568株 25年12月期２Ｑ 18,535,586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実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点において入手可能な情報に基づき作成され
たものであり、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。なお、業績予想に関する事項は、添付
資料３ページをご参照ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間は、緩やかな景気回復基調が続く中、個人消費においては前半に消費税率引上げに伴う駆

け込み需要が発生し、後半はその反動により、弱い動きになりました。

このような環境のもと、当社では、前期までに整備した新しいビジネスモデルの基盤の上に立ち、中期的な観点

でのブランドイメージの再構築とともに、消費税率引上げ前の需要取り込み、及び引上げ後の需要喚起のための諸

施策に取り組みました。

ブランドイメージの再構築につきましては、当社が消費者にとって親和性を持つ身近な存在として認知していた

だけるよう積極的な広告活動を行いました。耐久消費財としての家具・インテリアに対する価値観の醸成や来店促

進を企図したテレビＣＭを展開し、また、消費者とのコミュニケーションにおいて重要なウェブサイトでは、イン

テリア相談のための来店予約を促すオンラインツーオフライン施策を開始しました。４月に横浜みなとみらいショ

ールームで開店10周年イベントを実施。５月には、大阪南港ショールームに照明専門店「Ｌｉｇｈｔａｒｉｕｍ(ラ

イタリウム)」を設置するなど、需要獲得に努めました。

以上の結果、売上高は298億56百万円(前年同期比4.9％増)となりました。主な内訳は、店舗が293億20百万円(前

年同期比4.5％増)、コントラクトが５億２百万円(前年同期比29.8％増)となっております。売上総利益は、164億64

百万円(前年同期比4.5％増)となりました。販売費及び一般管理費は157億21百万円(前年同期比3.4％増)、営業利益

は７億43百万円(前年同期比36.7％増)、経常利益は８億71百万円(前年同期比31.0％増)となりました。四半期純利

益は、投資有価証券売却益の特別利益３億28百万円計上により７億42百万円(前年同期比32.7％増)となりました。

　

(2) 財政状態に関する説明

１．資産、負債及び純資産の状況

① 資産

当第２四半期会計期間末における総資産は484億49百万円となり、前事業年度末と比較して７億92百万円(1.7

％)の増加となりました。

これは主に、現金及び預金の増加14億61百万円、受取手形及び売掛金の減少５億13百万円、商品の増加２億14

百万円、投資有価証券の減少６億66百万円によるものです。

② 負債

当第２四半期会計期間末における負債は125億71百万円となり、前事業年度末と比較して11億64百万円(10.2

％)の増加となりました。

これは主に、未払法人税等の増加５億68百万円、その他流動負債の増加８億33百万円、その他固定負債の減少

２億31百万円によるものです。

③ 純資産

当第２四半期会計期間末における純資産は358億78百万円となり、前事業年度末と比較して３億71百万円(1.0

％)の減少となりました。

これは主に、四半期純利益による利益剰余金の増加７億42百万円、配当による利益剰余金の減少７億41百万

円、その他有価証券評価差額金の減少３億72百万円によるものです。

自己資本比率は前事業年度末と比較して2.0ポイント低下し74.1％となりました。
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２．キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比べ14億61百万円

増加し、当第２四半期会計期間末は88億92百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は19億56百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額５億13百万円、た

な卸資産の増加額２億20百万円、前受金の増加額５億６百万円によるものです。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により得られた資金は２億44百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出１億

68百万円、投資有価証券の売却による収入４億29百万円によるものです。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により支出した資金は７億40百万円となりました。これは主に、配当金の支払いによるものです。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期業績予想につきましては、平成26年２月14日公表の売上高585億円、営業利益12億24百万円を据え置きます。

経常利益は13億90百万円(前回予想比1.2％増)、当期純利益は第２四半期累計期間に発生した特別利益を織り込み10

億７百万円(前回予想比25.8％増)へと修正いたします。

なお、当社の加入する東京都家具厚生年金基金(代行型総合基金)は、平成25年９月10日開催の代議員会において

解散の方針を決議しております。これにより、同基金の解散に伴う費用の発生が見込まれますが、現時点で不確定

要素が多く、合理的な金額の算定が困難であるため、上記業績予想には織り込んでおりません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 四半期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。

(2) 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。
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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)

前事業年度
(平成25年12月31日)

当第２四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,431,413 8,892,466

受取手形及び売掛金 3,242,052 2,728,392

商品 14,801,988 15,016,470

その他 1,121,640 1,360,326

貸倒引当金 △2,020 △1,700

流動資産合計 26,595,075 27,995,956

固定資産

有形固定資産 2,855,438 2,809,688

無形固定資産 120,543 259,710

投資その他の資産

投資有価証券 11,767,199 11,100,292

差入保証金 6,127,334 6,090,438

その他 193,318 195,233

貸倒引当金 △1,600 △1,600

投資その他の資産合計 18,086,252 17,384,364

固定資産合計 21,062,233 20,453,764

資産合計 47,657,309 48,449,720

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,587,941 3,605,431

未払法人税等 202,812 771,505

賞与引当金 88,058 70,092

販売促進引当金 33,909 33,776

その他 4,520,794 5,354,469

流動負債合計 8,433,515 9,835,276

固定負債

役員退職慰労引当金 481,434 472,260

資産除去債務 348,099 351,119

その他 2,143,960 1,912,563

固定負債合計 2,973,494 2,735,943

負債合計 11,407,010 12,571,219

純資産の部

株主資本

資本金 1,080,000 1,080,000

資本剰余金 3,690,470 3,690,470

利益剰余金 28,259,122 28,260,168

自己株式 △800,855 △800,876

株主資本合計 32,228,737 32,229,762

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,021,562 3,648,738

評価・換算差額等合計 4,021,562 3,648,738

純資産合計 36,250,299 35,878,501

負債純資産合計 47,657,309 48,449,720
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(2) 四半期損益計算書

(第２四半期累計期間)

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 28,475,676 29,856,976

売上原価 12,723,558 13,392,578

売上総利益 15,752,117 16,464,397

販売費及び一般管理費 15,208,372 15,721,223

営業利益 543,745 743,174

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 72,084 73,594

保険配当金 45,545 49,608

その他 11,780 11,534

営業外収益合計 129,411 134,738

営業外費用

固定資産除却損 1,483 113

保証金支払利息 1,266 924

為替差損 4,771 1,719

支払手数料 － 2,686

その他 308 595

営業外費用合計 7,829 6,039

経常利益 665,327 871,873

特別利益

投資有価証券売却益 － 328,634

受取和解金 310,500 －

特別利益合計 310,500 328,634

特別損失

減損損失 36,222 1,841

特別損失合計 36,222 1,841

税引前四半期純利益 939,605 1,198,666

法人税、住民税及び事業税 134,913 726,633

法人税等調整額 245,224 △270,436

法人税等合計 380,137 456,197

四半期純利益 559,467 742,469
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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２四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 939,605 1,198,666

減価償却費 108,502 99,112

差入保証金償却額 7,308 7,338

貸倒引当金の増減額（△は減少） 180 △320

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,095 △17,966

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,845 △9,174

販売促進引当金の増減額（△は減少） 1,016 △132

減損損失 36,222 1,841

投資有価証券売却損益（△は益） － △328,634

固定資産除却損 1,483 113

受取利息及び受取配当金 △72,085 △73,595

売上債権の増減額（△は増加） △290,202 513,660

たな卸資産の増減額（△は増加） △603,390 △220,178

その他の流動資産の増減額（△は増加） 60,273 6,302

仕入債務の増減額（△は減少） △135,987 17,084

前受金の増減額（△は減少） 799,847 506,240

その他の流動負債の増減額（△は減少） 408,355 334,775

その他 8,438 9,107

小計 1,259,318 2,044,242

利息及び配当金の受取額 72,085 73,595

法人税等の支払額 △35,994 △161,110

法人税等の還付額 6,824 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,302,234 1,956,727

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 △78,007 △20,418

無形固定資産の取得による支出 △51,883 △168,487

投資有価証券の売却による収入 － 429,521

差入保証金の差入による支出 △11,568 △354,404

差入保証金の回収による収入 1,892 375,244

その他 △19,903 △16,506

投資活動によるキャッシュ・フロー △159,471 244,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △740,535 △740,602

自己株式の取得による支出 － △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △740,535 △740,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 402,227 1,461,052

現金及び現金同等物の期首残高 7,320,872 7,431,413

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,723,100 8,892,466
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(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

当社の報告セグメントは、家具販売事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略し

ております。

(6) 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。

４．補足情報

(1) 商品分類別売上高

区分

前第２四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

前年同期比
(％)

金額(千円) 金額(千円)

家具

　収納家具 643,250 611,572 95.1

　和家具 108,830 115,197 105.9

　応接 6,339,642 6,606,420 104.2

　リビングボード 1,556,191 1,608,022 103.3

　学習・事務 1,523,665 1,566,986 102.8

　ダイニング 5,581,777 5,983,200 107.2

　ジュータン・カーテン 2,493,475 2,424,797 97.2

　寝具 7,617,234 8,007,299 105.1

　電気・住器 1,019,934 1,080,541 105.9

　単品 822,762 918,830 111.7

　リトグラフ・絵画 12,104 14,525 120.0

　その他 727,292 890,069 122.4

売上高 28,446,163 29,827,463 104.9

不動産賃貸収入 29,512 29,512 100.0

合計 28,475,676 29,856,976 104.9

(2) 店舗、コントラクトその他売上高

区分

前第２四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

前年同期比
(％)

金額(千円) 金額(千円)

店舗 28,054,931 29,320,781 104.5

コントラクト 387,163 502,646 129.8

その他 33,580 33,548 99.9

合計 28,475,676 29,856,976 104.9
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