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(百万円未満切捨て)
１．平成27年12月期第２四半期の業績（平成27年１月１日～平成27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 ％

27年12月期第２四半期 30,151 1.0 493 △33.6 611 △29.9 359 △51.6

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

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

27年12月期第２四半期 19.38 ―

26年12月期第２四半期 40.06 ―
　

　

（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

27年12月期第２四半期 48,293 35,259 73.0 1,902.28

26年12月期 46,710 34,665 74.2 1,870.19

(参考) 自己資本 27年12月期第２四半期 35,259百万円 26年12月期 34,665百万円
　

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

26年12月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00

27年12月期 ― 0.00

27年12月期(予想) ― 80.00 80.00
(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27年12月期の業績予想（平成27年１月１日～平成27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 56,856 2.4 110 ― 230 ― 90 △81.0 4.86
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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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) 27年12月期２Ｑ 19,400,000 株 26年12月期 19,400,000 株

② 期末自己株式数 27年12月期２Ｑ 864,434 株 26年12月期 864,434 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期２Ｑ 18,535,566 株 26年12月期２Ｑ 18,535,568 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、個人消費において持ち直しの兆しが見られるなど、景気は緩やかな回復基調が続きま

した。

このような環境のもと、当社では、第１四半期におきましては、積極的な広告宣伝と店舗における受付・接客の

強化を行いましたが、施策の効果は想定を下回り、さらに当社の大株主より株主提案が出されたことに関連する報

道が過熱したことで、全店的に買い控えが生じ、減収減益となりました。

第２四半期におきましては、中期経営計画に則ったビジネスモデルの再構築に向け、営業・マーケティング戦略

の実行を開始しました。４月より路面店、大型店を中心に順次実施した店舗リニューアルでは、第一弾として受付

スペースを縮小し、消費者が気軽に立ち寄り、自由に見られるオープンな店舗へと切り替えました。また、買い替

え需要取り込みのボトルネックともなっていた入りづらいイメージを修正し、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ＰＲ活動を行いました。

また４月中旬より約３週間に亘り開催した大感謝フェアでは、当社の高品質な商品、リーズナブルな価格、充実

したサービスを既存顧客のみならず幅広い層の消費者に提供し、想定以上の好評を博したことで、第２四半期は大

幅な増収増益となりました。

以上の結果、第１四半期における売上の不足を第２四半期の売上が補填し、売上高は301億51百万円(前年同期比

1.0％増)となりました。主な内訳は、店舗が292億35百万円(前年同期比0.3％減)、コントラクトが８億82百万円(前

年同期比75.5％増)となっております。売上総利益は、161億39百万円(前年同期比2.0％減)となりました。販売費及

び一般管理費は156億45百万円(前年同期比0.5％減)、営業利益は４億93百万円(前年同期比33.6％減)、経常利益は

６億11百万円(前年同期比29.9％減)、四半期純利益は３億59百万円(前年同期比51.6％減)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482億93百万円となり、前事業年度末と比較して15億82百万円(3.4

％)の増加となりました。

これは主に、現金及び預金の増加５億10百万円、受取手形及び売掛金の増加２億71百万円、商品の減少４億91

百万円、投資有価証券の増加12億61百万円によるものです。

② 負債

当第２四半期会計期間末における負債は130億33百万円となり、前事業年度末と比較して９億87百万円(8.2％)

の増加となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金の減少１億73百万円、未払法人税等の減少１億52百万円、その他流動負債の

増加９億61百万円、その他固定負債の増加２億74百万円によるものです。

③ 純資産

当第２四半期会計期間末における純資産は352億59百万円となり、前事業年度末と比較して５億94百万円(1.7

％)の増加となりました。

これは、四半期純利益による利益剰余金の増加３億59百万円、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増加９億77百万円によるものです。

自己資本比率は前事業年度末と比較して1.2ポイント低下し73.0％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、前事業年度末と比較して５億10百

万円増加し、当第２四半期会計期間末は120億30百万円となりました。

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12億76百万円となりました。これは主に、売上債権の増加額２億71百万円、た

な卸資産の減少額４億92百万円、前受金の増加額７億79百万円によるものです。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により支出した資金は25百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出25百万円

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、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

平成27年12月期の業績予想につきましては、平成27年７月29日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」から

変更はありません。

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。

(3) 追加情報

(法人税率の変更等による影響)

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第９号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年

法律第２号)が平成27年３月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28

年１月１日以降解消されるものに限る)に使用した法定実行税率は、従来の35.6％から、回収又は支払が見込まれる

期間が平成28年１月１日から平成28年12月31日までのものは33.1％、平成29年１月１日以降のものについては32.3

％にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が143,060千円減少し、法人税等調整額(借

方)が19,504千円増加しております。
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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26年12月31日)

当第２四半期会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,519,560 12,030,195

受取手形及び売掛金 2,485,594 2,756,830

商品 15,009,581 14,517,931

その他 1,299,106 1,401,156

貸倒引当金 △1,560 △1,710

流動資産合計 30,312,282 30,704,404

固定資産

有形固定資産 2,844,545 2,814,173

無形固定資産 194,338 171,319

投資その他の資産

投資有価証券 7,153,415 8,415,139

差入保証金 6,019,727 6,005,213

その他 187,870 184,471

貸倒引当金 △1,600 △1,600

投資その他の資産合計 13,359,414 14,603,224

固定資産合計 16,398,298 17,588,716

資産合計 46,710,580 48,293,121

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,923,256 3,749,462

未払法人税等 674,522 522,399

賞与引当金 84,849 152,363

販売促進引当金 32,311 39,098

その他 4,803,162 5,764,891

流動負債合計 9,518,102 10,228,215

固定負債

役員退職慰労引当金 480,879 481,294

厚生年金基金解散損失引当金 507,106 507,106

資産除去債務 340,854 343,408

その他 1,198,627 1,473,203

固定負債合計 2,527,468 2,805,012

負債合計 12,045,570 13,033,227

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 27,991,004 27,608,799

自己株式 △800,876 △800,876

株主資本合計 31,960,597 31,578,393

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,704,412 3,681,499

評価・換算差額等合計 2,704,412 3,681,499

純資産合計 34,665,010 35,259,893

負債純資産合計 46,710,580 48,293,121
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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26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 29,856,976 30,151,340

売上原価 13,392,578 14,011,918

売上総利益 16,464,397 16,139,421

販売費及び一般管理費 15,721,223 15,645,600

営業利益 743,174 493,820

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 73,594 44,192

保険配当金 49,608 56,850

その他 11,534 18,489

営業外収益合計 134,738 119,534

営業外費用

固定資産除却損 113 78

保証金支払利息 924 583

為替差損 1,719 1,346

その他 3,281 266

営業外費用合計 6,039 2,275

経常利益 871,873 611,079

特別利益

投資有価証券売却益 328,634 ―

特別利益合計 328,634 ―

特別損失

減損損失 1,841 7,921

特別損失合計 1,841 7,921

税引前四半期純利益 1,198,666 603,158

法人税、住民税及び事業税 726,633 476,027

法人税等調整額 △270,436 △232,087

法人税等合計 456,197 243,939

四半期純利益 742,469 359,218
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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26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27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 1,198,666 603,158

減価償却費 99,112 79,219

差入保証金償却額 7,338 7,230

貸倒引当金の増減額（△は減少） △320 150

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,966 67,513

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,174 415

販売促進引当金の増減額（△は減少） △132 6,787

減損損失 1,841 7,921

投資有価証券売却損益（△は益） △328,634 ―

固定資産除却損 113 78

受取利息及び受取配当金 △73,595 △44,194

売上債権の増減額（△は増加） 513,660 △271,236

たな卸資産の増減額（△は増加） △220,178 492,710

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,302 128,903

仕入債務の増減額（△は減少） 17,084 △173,793

前受金の増減額（△は減少） 506,240 779,224

その他の流動負債の増減額（△は減少） 334,775 175,741

その他 9,107 △1,498

小計 2,044,242 1,858,332

利息及び配当金の受取額 73,595 44,194

法人税等の支払額 △161,110 △625,886

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,956,727 1,276,640

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 △20,418 △25,201

無形固定資産の取得による支出 △168,487 △2,747

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 △354,404 ―

差入保証金の回収による収入 375,244 7,893

その他 △16,506 △5,300

投資活動によるキャッシュ・フロー 244,948 △25,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △740,602 △740,649

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 △740,622 △740,649

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,461,052 510,635

現金及び現金同等物の期首残高 7,431,413 11,519,560

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,892,466 12,030,195
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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26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

前年同期比
(％)

金額(千円) 金額(千円)

家具

　収納家具 611,572 588,539 96.2

　和家具 115,197 108,765 94.4

　応接 6,606,420 7,104,086 107.5

　リビングボード 1,608,022 1,776,546 110.5

　学習・事務 1,566,986 1,566,074 99.9

　ダイニング 5,983,200 5,983,762 100.0

　ジュータン・カーテン 2,424,797 2,472,531 102.0

　寝具 8,007,299 7,436,898 92.9

　電気・住器 1,080,541 1,181,408 109.3

　単品 918,830 750,897 81.7

　リトグラフ・絵画 14,525 28,289 194.8

　その他 890,069 1,124,027 126.3

売上高 29,827,463 30,121,827 101.0

不動産賃貸収入 29,512 29,512 100.0

合計 29,856,976 30,151,340 101.0

(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26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

前年同期比
(％)

金額(千円) 金額(千円)

店舗 29,320,781 29,235,495 99.7

コントラクト 502,646 882,320 175.5

その他 33,548 33,524 99.9

合計 29,856,976 30,151,340 101.0
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