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１ 経営成績 

 （1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和策を背景とした円安、株高により企業業績

は改善し、雇用環境も好転して緩やかな景気回復基調にありました。しかしながら、消費税引き上げの影

響や円安による燃料や原材料価格の上昇による個人消費のマインドの落ち込みや海外景気の下振れリ

スクが懸念され、先行きは不透明な状況が続いております。 

      当家具・インテリア業界におきましては、需要は低迷したまま、依然として低調な状況にあります。 

      セグメント別の売上髙は、家具商品部門が 4,629,138 千円（前期の 93.4％）、不動産賃貸部門は

4,025,885 千円（前期の 111.4％）、その他部門は 179,476 千円（前期の 87.6％）となりました。 

      一方利益面におきましては、売上高が微増なことに対し、売上原価が減少したことに伴い営業利益は

2,455,540 千円（前期の 113.7％）、経常利益は貸倒引当金繰入額が減少したこと等から 2,484,935 千円

（前期の 117.0％）と増益となりました。当期純利益は 1,421,651 千円（前期の 100.2％）、これは固定資産

売却益もありましたが、不動産賃貸部門の一部不動産に減損損失 249,950 千円の計上等があったことに

より、僅かな増益となりました。 

 

②次期の見通し 

      今後のわが国経済は、経済対策による効果、企業収益の改善から景気回復傾向が見込まれますもの

の、景気の先行きが不透明であり、予断を許さない状況で推移するものと思われます。 

当業界をとりまく環境は、回復への期待感はありますものの、設備投資、個人消費ともに急激な回復は

望めず弱含みで推移することが予想され、更に企業間競争が激化し、依然として厳しい状況が続くものと

思われます。 

      このような背景を踏まえ通期の業績予想としましては､売上高 8,880 百万円、経常利益 2,464 百万円、

当期純利益 1,518 百万円を見込んでおります。 

 

（2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

  当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べて、3,566,273 千円増加し、48,512,588 千円

（前期比 7.9％増）となりました。 

  流動資産につきましては、前事業年度末に比べて 650,084 千円増加し、5,292,703 千円（前期比

14.0％増）となりました。これは主に現金及び預金の増加によるものであります。 

固定資産につきましては、前事業年度末に比べて、2,916,188 千円増加し、43,219,885 千円（前期比

7.2％増）となりました。これは主に有形固定資産の増加によるものであります。 

流動負債につきましては、前事業年度末に比べて、54,291 千円増加し、1,970,574 千円（前期比

2.8％増）となりました。これは主に買掛金の増加によるものであります。 

固定負債につきましては、前事業年度末に比べて、2,196,545 千円増加し、5,110,303 千円（前期比

75.4％増）となりました。これは主に、長期預り敷金の増加によるものであります。 

  純資産につきましては、前事業年度末に比べて、1,315,435 千円増加し、41,431,710 千円（前期

比 3.3％増）となりました。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、1,871,345千円となり、前事業年度末に比べ、

535,189 千円増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,515,127 千円の収入となり、前事業年度に比べ 1,821,721 千円

の収入の増加となりました。これは主に長期預り敷金の増加によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,928,292 千円の支出となり、前事業年度に比べ 904,885 千円

の支出の増加となりました。これは主に定期預金の払戻による収入の減少によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ･フローは、134,632 千円の支出となり、前事業年度に比べ 998 千円の支出

の増加となりました。これは主に自己株式の取得による支出の増加によるものであります。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の配当政策に対する基本的な考え方は、長期的視点から将来の事業展開に備える内部留保の

充実と安定配当を継続することであります。また内部留保資金につきましては、長期的営業基盤の強化の

ための有効投資に充当することを考えております。 

なお、当期におきましては、1 株当たり 7 円 50 銭（全額期末配当金）の配当を継続することを予定して

おります。 

この方針に基づき、財務体質の強化を図る目的で資産の見直しを行い、また業績回復のための投資に

備えること等を勘案し、次期についても年間配当金として１株当たり 7 円 50 銭（全額期末配当金）を予定

しております。 
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２  企業集団の状況 

         当社の企業集団は、当社、親会社、関係会社 15 社で構成され、業務用家具、リビング用家具、イン

テリア商品、育児･学童家具及びオフィス家具の販売並びに不動産の賃貸を主な業務内容として、事業

活動を展開しております。 

         当グループの事業活動に係わる位置づけは次のとおりであります。 

      業 務 用 家 具                 関係会社㈱東京光商事他 14 社に販売しております。 

  リ ビ ン グ 用 家 具                 関係会社㈱東京光商事他 14 社に販売しております。   

  イ ン テ リ ア 商 品                 関係会社㈱東京光商事他 14 社に販売しております。 

  育 児 ・ 学 童 家 具                 関係会社㈱東京光商事他 14 社に販売しております。   

  オ フ ィ ス 家 具             関係会社㈱東京光商事他 14 社に販売しております。   

  不 動 産 の 賃 貸                 親会社㈱光商との間で不動産の一部を賃貸借しております。 

 

  事業の系統図は次のとおりであります。 

 

           

           得 意 先 

  

  テ ナ ン ト 

          

                            商    品                                     賃    貸 

    

 

 

販 売 代 理 店 

（関係会社） 

株式会社東京光商事他 14 社 

 

 

 

 

 

 

 

（親会社） 

株式会社光商                               

                                                                                                                             

 

商    品                                     賃 貸 借 

 

     

当                                                                      社 

  
 

業務用家具、リビング用家具、インテリア商品、育児･学童家具、オフィス家具 

 

 

不動産賃貸 

 

 

                         製    品 

 

 

           仕 入 先 
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３ 経営方針 

(1)   会社の経営の基本方針 

当社は創業以来、家具を通じて「快適な住空間の創造」をテーマとし、市場における多種多様なニ

ーズに応ずるべく商品の開発に努め、家具を安定的に供給することをもって社会に貢献することを基

本方針として運営してまいりました。更なる発展を続けることを目指して、経営に取り組んでいく所存で

あります。 

 

（2）  目標とする経営指標 

      当社は、継続的に安定した収益確保が重要であるという観点から、収益力の向上を目指し、その重

視する指標として株主資本利益率(ROE) ４％以上の達成を目標に掲げております。 

 

（3）  中長期的な会社の経営戦略 

当社は、家具・インテリア業界において、時代と共に変化する市場のニーズを的確に捉える魅力的

で競争力のあるオリジナル商品を供給できる開発力と営業力を一層強化し、販売の拡大に努めてまい

ります。また、不動産賃貸部門は、安定収益確保のため、堅実性と効率を重視した展開を目指します。 

 

（4）  会社の対処すべき課題 

今後の経済情勢は、経済対策効果や円安による輸出企業を中心とした企業業績の改善から景気

回復への期待感は高まっておりますが、輸入コストの上昇や個人消費動向等の先行きに予断は許さ

ない状況にあります。 

家具・インテリア業界におきましても、企業間競争の激化で厳しい状況が続いております。 

       このような経営環境の下で、当社は、消費者ニーズに真にマッチする商品の開発とコントラクト部門の

営業活動を強化し経営効率を図るとともに、資産の見直しを行い財務体質の強化を図り、業績の回復、

収益の向上を図ることを目指しております。 

 

４ 会計基準の選択に関する基本的な考え方 

当社は、日本基準を採用しています。 

ＩＦＲＳ適用に関しましては、今後の動向を注視し、検討していきます。 
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５ 財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,217,870 2,873,401

受取手形 716,090 469,559

売掛金 640,484 688,140

商品 943,609 1,068,656

前渡金 8,023 3,297

前払費用 11,507 7,447

繰延税金資産 58,160 45,911

未収入金 47,422 142,213

その他 6,348 6,188

貸倒引当金 △6,899 △12,115

流動資産合計 4,642,619 5,292,703

固定資産

有形固定資産

建物 23,334,931 29,019,488

減価償却累計額 △12,402,158 △13,208,144

建物（純額） 10,932,772 15,811,344

構築物 973,060 1,069,749

減価償却累計額 △728,373 △771,959

構築物（純額） 244,686 297,789

機械及び装置 108,299 108,299

減価償却累計額 △104,519 △105,075

機械及び装置（純額） 3,779 3,223

車両運搬具 77,595 77,595

減価償却累計額 △74,182 △75,865

車両運搬具（純額） 3,413 1,729

工具、器具及び備品 320,985 427,114

減価償却累計額 △304,964 △318,211

工具、器具及び備品（純額） 16,020 108,902

土地 22,991,813 23,404,872

建設仮勘定 3,146,550 481,891

有形固定資産合計 37,339,036 40,109,754

無形固定資産

借地権 1,083,740 1,083,740

ソフトウエア 2,011 1,529

電話加入権 3,720 3,720

無形固定資産合計 1,089,472 1,088,990
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 389,049 419,820

関係会社株式 82,750 82,750

関係会社長期貸付金 1,123,421 929,573

破産更生債権等 - 39,766

長期前払費用 6,211 273,572

繰延税金資産 279,256 324,324

その他 276,524 242,038

貸倒引当金 △282,025 △290,705

投資その他の資産合計 1,875,187 2,021,140

固定資産合計 40,303,696 43,219,885

資産合計 44,946,315 48,512,588

負債の部

流動負債

支払手形 289,797 285,240

買掛金 429,175 517,920

未払金 89,087 107,536

未払費用 10,298 11,057

未払法人税等 734,237 624,931

預り金 6,464 6,394

前受収益 336,004 398,142

賞与引当金 17,757 16,244

その他 3,459 3,106

流動負債合計 1,916,282 1,970,574

固定負債

退職給付引当金 95,076 37,799

長期預り敷金 2,818,681 5,072,504

固定負債合計 2,913,758 5,110,303

負債合計 4,830,040 7,080,877
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,887,500 3,887,500

資本剰余金

資本準備金 4,947,500 4,947,500

資本剰余金合計 4,947,500 4,947,500

利益剰余金

利益準備金 576,300 576,300

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 2,894 2,873

別途積立金 29,600,000 30,800,000

繰越利益剰余金 1,437,127 1,526,077

利益剰余金合計 31,616,321 32,905,251

自己株式 △416,537 △418,455

株主資本合計 40,034,784 41,321,795

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 83,356 108,460

繰延ヘッジ損益 △1,866 1,454

評価・換算差額等合計 81,490 109,914

純資産合計 40,116,274 41,431,710

負債純資産合計 44,946,315 48,512,588
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高

商品売上高 5,160,714 4,808,615

不動産賃貸収入 3,614,024 4,025,885

売上高合計 8,774,739 8,834,501

売上原価

商品期首たな卸高 1,020,315 943,609

当期商品仕入高 4,392,089 4,202,432

合計 5,412,404 5,146,042

他勘定振替高 4,348 13,123

商品期末たな卸高 943,609 1,068,656

商品売上原価 4,464,446 4,064,262

不動産賃貸原価 1,347,471 1,454,160

売上原価合計 5,811,917 5,518,422

売上総利益 2,962,822 3,316,079

販売費及び一般管理費

給料及び手当 399,362 392,797

賞与引当金繰入額 17,757 16,244

退職給付費用 4,482 -

減価償却費 42,549 38,485

その他 338,768 413,012

販売費及び一般管理費合計 802,920 860,539

営業利益 2,159,901 2,455,540

営業外収益

受取利息 17,714 11,100

受取配当金 11,940 14,403

為替差益 - 4,299

雑収入 2,731 8,314

営業外収益合計 32,387 38,118
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

営業外費用

支払利息 806 -

為替差損 6,428 -

貸倒引当金繰入額 40,754 2,096

貸倒損失 18,834 -

商品廃棄損 779 6,341

雑損失 224 284

営業外費用合計 67,828 8,722

経常利益 2,124,460 2,484,935

特別利益

固定資産売却益 356,335 213,374

特別利益合計 356,335 213,374

特別損失

固定資産売却損 2,321 2,579

固定資産除却損 23 6,886

投資有価証券評価損 1,400 -

減損損失 - 249,950

特別損失合計 3,745 259,416

税引前当期純利益 2,477,050 2,438,894

法人税、住民税及び事業税 1,058,032 1,057,475

法人税等調整額 169 △40,232

法人税等合計 1,058,202 1,017,243

当期純利益 1,418,848 1,421,651
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 3,887,500 4,947,500 4,947,500 576,300 3,051 28,600,000 1,150,854

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△156 156

別途積立金の積立 1,000,000 △1,000,000

剰余金の配当 △132,731

当期純利益 1,418,848

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― △156 1,000,000 286,272

当期末残高 3,887,500 4,947,500 4,947,500 576,300 2,894 29,600,000 1,437,127

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計利益剰余金
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計利益剰余金合計

当期首残高 30,330,205 △415,605 38,749,599 80,371 1,916 82,288 38,831,888

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
― ― ―

別途積立金の積立 ― ― ―

剰余金の配当 △132,731 △132,731 △132,731

当期純利益 1,418,848 1,418,848 1,418,848

自己株式の取得 △932 △932 △932

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
2,984 △3,783 △798 △798

当期変動額合計 1,286,116 △932 1,285,184 2,984 △3,783 △798 1,284,385

当期末残高 31,616,321 △416,537 40,034,784 83,356 △1,866 81,490 40,116,274
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当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 3,887,500 4,947,500 4,947,500 576,300 2,894 29,600,000 1,437,127

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△20 20

別途積立金の積立 1,200,000 △1,200,000

剰余金の配当 △132,721

当期純利益 1,421,651

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― △20 1,200,000 88,950

当期末残高 3,887,500 4,947,500 4,947,500 576,300 2,873 30,800,000 1,526,077

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計利益剰余金
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計利益剰余金合計

当期首残高 31,616,321 △416,537 40,034,784 83,356 △1,866 81,490 40,116,274

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
― ― ―

別途積立金の積立 ― ― ―

剰余金の配当 △132,721 △132,721 △132,721

当期純利益 1,421,651 1,421,651 1,421,651

自己株式の取得 △1,918 △1,918 △1,918

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
25,104 3,320 28,424 28,424

当期変動額合計 1,288,929 △1,918 1,287,011 25,104 3,320 28,424 1,315,435

当期末残高 32,905,251 △418,455 41,321,795 108,460 1,454 109,914 41,431,710
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 2,477,050 2,438,894

減価償却費 750,965 887,227

減損損失 - 249,950

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,598 △1,513

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,053 13,895

退職給付引当金の増減額（△は減少） △47,248 △57,276

受取利息及び受取配当金 △29,655 △25,503

支払利息 806 -

為替差損益（△は益） △5,178 △82,986

有形固定資産除却損 23 6,886

有形固定資産売却損益（△は益） △354,013 △210,795

投資有価証券評価損益（△は益） 1,400 -

売上債権の増減額（△は増加） 146,640 198,874

たな卸資産の増減額（△は増加） 76,705 △125,047

仕入債務の増減額（△は減少） △27,389 84,188

長期預り敷金の増減額（△は減少） 298,378 2,253,822

その他 61,714 24,491

小計 3,367,851 5,655,108

利息及び配当金の受取額 29,772 25,487

利息の支払額 △806 -

法人税等の支払額 △703,411 △1,165,468

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,693,406 4,515,127

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 △1,070,715 △1,191,056

定期預金の払戻による収入 1,952,963 1,070,715

投資有価証券の売却による収入 - 1

有形固定資産の取得による支出 △5,297,674 △4,261,455

無形固定資産の取得による支出 - △158

有形固定資産の売却による収入 872,308 530,066

長期前払費用の取得による支出 △5,906 △270,253

貸付けによる支出 △767,515 △537,400

貸付金の回収による収入 1,293,132 731,248

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,023,406 △3,928,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △932 △1,918

配当金の支払額 △132,701 △132,714

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,633 △134,632

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,178 82,986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △458,456 535,189

現金及び現金同等物の期首残高 1,794,612 1,336,155

現金及び現金同等物の期末残高 1,336,155 1,871,345

決算短信 （宝印刷）  2015年05月13日 16時46分 8ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）

㈱光製作所（8191）　平成27年3月期　決算短信〔日本基準〕（非連結）

－13－



(5) 財務諸表に関する注記事項

該当事項はありません。

1 関連会社に関する事項

関連会社に対する投資の金額

持分法を適用した場合の投資の金額

持分法を適用した場合の投資利益の金額

2 開示対象特別目的会社に関する事項
当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

22,044 21,974

当事業年度
　（自平成26年4月　1日
　　至平成27年3月31日）

19,100

672,836652,810

19,100

   (継続企業の前提に関する注記）

（単位：千円）

 　　至平成26年3月31日）

   (持分法損益等）

 前事業年度
　（自平成25年4月　1日
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

1　報告セグメントの概要

　　　当社の報告セグメントは、当社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。

　　　当社は、家具商品の販売及び不動産の賃貸を主な事業としており、商品・サービスの類似性を基礎とした部門別

　　のセグメントから構成されており、「家具商品部門」及び「不動産賃貸部門」の２つを報告セグメントとしております。

　　　「家具商品部門」は、業務用家具、リビング用家具、インテリア商品、育児・学童家具、オフィス家具の販売をして

　　おります。「不動産賃貸部門」は、東京都その他の地域において、店舗及びオフィスビル等の賃貸をしております。

2　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。

　　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

3　報告セグメントごとの売上高、利益、又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　前事業年度　（自　平成25年4月1日　　至　平成26年3月31日）

（注）

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高 － － － － －

又は振替高

その他項目

減価償却費 －

有形固定資産及び無形  

固定資産の増加額 －

　

（注）「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る、プラスチック成型品事業であります。

4　報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

報告セグメント計 　

「その他」の区分の売上高

財務諸表の売上高

報告セグメント計 　

「その他」の区分の利益

全社費用（注）

財務諸表の営業利益

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

8,774,739

2,159,901

（単位：千円）

利益 金額

2,303,120

6,210

△ 149,428

（単位：千円）

売上高 金額

8,569,808

204,930

35,447 708,415 743,863 743,863

2,249 6,056,213 6,058,463 6,058,463

41,777,231

セグメント負債 741,622 3,189,001 3,930,624 5,603 3,936,227

セグメント資産 3,556,539 38,201,648 41,758,187 19,043

8,774,739

セグメント利益 36,566 2,266,553 2,303,120 6,210 2,309,330

計 4,955,784 3,614,024 8,569,808 204,930

4,955,784 3,614,024 8,569,808 204,930 8,774,739

（単位：千円）

報告セグメント
その他

合計

家具商品部門 不動産賃貸部門 　計

㈱光製作所（8191）　平成27年3月期　決算短信〔日本基準〕（非連結）

－15－



報告セグメント計 　

「その他」の区分の資産

全社資産（注）

財務諸表の資産合計

（注）　全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。

報告セグメント計 　

「その他」の区分の負債

全社負債（注）

財務諸表の負債合計

（注）　全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等であります。

減価償却費

有形固定資産及び無形固定資産の増加額（注）

（注）　有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。

6,058,463 － 6,058,463

その他の項目 報告セグメント計 調整額 財務諸表計上額

743,863 7,101 750,965

3,930,624

5,603

893,813

4,830,040

（単位：千円）

3,169,083

44,946,315

（単位：千円）

負債 金額

（単位：千円）

資産 金額

41,758,187

19,043
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　当事業年度　（自　平成26年4月1日　　至　平成27年3月31日）

（注）

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高 － － － － －

又は振替高

その他項目

減価償却費 －

有形固定資産及び無形  

固定資産及び長期前払 －

費用の増加額

（注）「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る、プラスチック成型品事業であります。

4　報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

報告セグメント計 　

「その他」の区分の売上高

財務諸表の売上高

報告セグメント計 　

「その他」の区分の利益

全社費用（注）

財務諸表の営業利益

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

△ 149,317

2,455,540

5,438

8,655,024

179,476

8,834,501

（単位：千円）

利益 金額

2,599,419

4,267 7,629,828 7,634,095 7,634,095

売上高 金額

（単位：千円）

6,344,354 5,215 6,349,569

30,680 848,741 879,421 879,421

2,599,419 5,438 2,604,858

3,397,769 41,068,784 44,466,554 58,410 44,524,964

（単位：千円）

4,629,138 4,025,885 8,655,024 179,476 8,834,501

家具商品部門 不動産賃貸部門 　計

報告セグメント
その他

合計

8,655,024 179,476 8,834,501

セグメント利益

セグメント資産

セグメント負債

4,629,138 4,025,885

27,693 2,571,725

854,669 5,489,685

計
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報告セグメント計 　

「その他」の区分の資産

全社資産（注）

財務諸表の資産合計

（注）　全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。

報告セグメント計 　

「その他」の区分の負債

全社負債（注）

財務諸表の負債合計

（注）　全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等であります。

減価償却費

有形固定資産及び無形固定資産及び長期前払費用の増加額（注）

（注）　有形固定資産及び無形固定資産及び長期前払費用の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。

その他の項目

887,227

7,640,595

報告セグメント計 調整額 財務諸表計上額

7,805

6,500

879,421

7,634,095

（単位：千円）

負債 金額

（単位：千円）

（単位：千円）

資産 金額

44,466,554

3,987,623

48,512,588

6,344,354

5,215

731,307

7,080,877

58,410
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（１株当たり情報）

  

（ 自平成 （ 自平成

 至平成 ）  至平成 ）

１株当たり純資産額 円 円

１株当たり当期純利益 円 円

 

潜在株式調整後 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

１株当たり当期純利益 金額については、潜在株式が存在しな  

いため記載しておりません。  

　 　

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　 　 　

　

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

26年3月31日

1,418,848

　　　至平成26年3月31日）

1,421,651損益計算書上の当期純利益

　　　至平成27年3月31日）

同左

普通株式の期中平均株式数（株） 17,696,867 17,695,188

1,421,6511,418,848普通株式に係る当期純利益

　

80.18

　

前事業年度

当事業年度前事業年度

80.34

26 年 4 月 1 日25 年 4 月 1 日

（単位：千円）

当事業年度

　　（自平成26年4月　1日 

2,341.58

27年3月31日

　　（自平成25年4月　1日 

2,266.94
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