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(百万円未満切捨て)
１．平成27年12月期第３四半期の業績（平成27年１月１日～平成27年９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３四半期 27,531 5.1 593 - 532 - 268 -

26年12月期第３四半期 26,200 1.3 △67 - △146 - △188 -
　

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３四半期 21.86 -

26年12月期第３四半期 △15.29 -
　　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年12月期第３四半期 20,622 6,208 30.1

26年12月期 20,069 5,887 29.3
(参考) 自己資本 27年12月期第３四半期 6,208百万円 26年12月期 5,887百万円
　　　

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 - 0.00 0.00

27年12月期 - 0.00 -

27年12月期(予想) 0.00 0.00
(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 35,900 3.0 290 56.9 170 104.0 100 88.5 8.13
(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３Ｑ 12,662,100株 26年12月期 12,662,100株

② 期末自己株式数 27年12月期３Ｑ 364,234株 26年12月期 362,450株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期３Ｑ 12,298,743株 26年12月期３Ｑ 12,300,384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
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断
する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な
要因により大きく異なる可能性があります。業績予想等の前提となる条件等については、Ｐ．２「１．当四半期決算
に関する定性的情報（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和政策を背景に、緩やかながらも回復基

調で推移しておりましたが、７～９月期の実質ＧＤＰが２四半期連続のマイナス成長となるリスクが高まり、また、

新興国を中心とした経済成長に対する減速懸念等から株式市場は安定しておらず、先行きは不透明な状態が続いて

おります。

インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、前年比小幅ながら増加が続いておりま

すが、先行きに力強さが窺えるには至っておりません。

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比5.1％増の27,531百万円、営業利益は593百万円（前年同期は

営業損失67百万円）、経常利益は532百万円（前年同期は経常損失146百万円）、四半期純利益は268百万円（前年同期

は四半期純損失188百万円）となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。

① インテリア事業

壁装材は、5月に家づくりにおける様々なシチュエーション、様々な年代の方々へ新しいインテリアをお届け

する全点「準不燃」住宅向け見本帳“Ｖ－ウォール”を発行、8月にはリフォームにおける全てのニーズを実現

させたプレミアムな見本帳“らくらくリフォームプレミアム”を発行。カーテンは、７月に多彩なテイストと

価格帯を取り揃えた住宅向け見本帳“サーラ”を発行した他、壁装材見本帳“ライト”、“ウィル”、カーテン見

本帳“ファブリックデコ”、床材見本帳“クッションフロア”等を増冊発行し拡販に努め、売上高は前年同期比

3.4％減の21,339百万円となり、セグメント利益は213百万円（前年同期はセグメント損失29百万円）となりま

した。

② スペースソリューション事業

顧客企業のリニューアル、移転等に対する投資意欲の回復、顧客企業に対するより細やかなサービスの提供

に努め、売上高は前年同期比51.0％増の6,191百万円となり、セグメント利益は379百万円（前年同期はセグメ

ント損失38百万円）となりました。

当社は、平成27年５月26日、壁紙の販売に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会の立ち入

り検査を受けました。当社といたしましては、こうした事態を厳粛に受け止め、検査に全面的に協力しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

当第３四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比552百万円増の20,622百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比680百万円増の15,551百万円となりました。これは主に商品の増加（238百万円）前払

見本帳費（その他）の増加（213百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比127百万円減の5,071百

万円となりました。これは主に差入保証金の減少（123百万円）によるものであります。

負債総額は前事業年度末比232百万円増の14,414百万円となりました。流動負債は前事業年度末比388百万円増の

12,249百万円となりました。これは支払手形及び買掛金の減少（310百万円）等の減少要因はあったものの、主に未

払法人税等の増加（159百万円）、賞与引当金の増加（145百万円）、短期借入金の増加（129百万円）によるものであ

ります。固定負債は前事業年度末比156百万円減の2,164百万円となりました。これは主に長期借入金の減少（97百

万円）によるものであります。

純資産は前事業年度末比320百万円増の6,208百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加（268百万円）に

よるものであります。なお、自己資本比率は30.1％となりました。

（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月期の業績予想に関しては、平成27年２月13日に開示いたしました「平成26年12月期決算短信（非連

結）」からの変更は行っておりません。

なお、実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績予想に関

して修正の必要性が生じた場合には、適切に開示してまいります。
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２．四半期財務諸表

（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３四半期会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,598,815 4,601,703

受取手形及び売掛金 6,097,855 6,184,669

電子記録債権 340,228 486,645

商品 2,495,320 2,733,862

その他 1,350,371 1,551,343

貸倒引当金 △11,529 △6,875

流動資産合計 14,871,062 15,551,349

固定資産

有形固定資産 1,615,056 1,593,776

無形固定資産 257,243 194,347

投資その他の資産

差入保証金 1,869,848 1,746,181

その他 1,533,200 1,613,212

貸倒引当金 △76,737 △76,338

投資その他の資産合計 3,326,310 3,283,055

固定資産合計 5,198,610 5,071,179

資産合計 20,069,672 20,622,529

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,437,191 9,127,126

短期借入金 354,000 483,400

1年内償還予定の社債 240,000 265,000

1年内返済予定の長期借入金 542,997 640,440

未払法人税等 34,633 193,657

賞与引当金 84,420 230,018

独占禁止法関連引当金 - 77,000

その他 1,168,057 1,233,243

流動負債合計 11,861,299 12,249,887

固定負債

社債 390,000 392,500

長期借入金 1,121,050 1,023,860

退職給付引当金 370,775 357,053

資産除去債務 60,078 61,252

その他 378,556 329,556

固定負債合計 2,320,460 2,164,222

負債合計 14,181,760 14,414,109
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年12月31日)

当第３四半期会計期間
(平成27年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,335,500 3,335,500

資本剰余金 2,362,793 2,362,793

利益剰余金 121,968 390,837

自己株式 △59,755 △60,112

株主資本合計 5,760,506 6,029,018

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 127,405 179,401

評価・換算差額等合計 127,405 179,401

純資産合計 5,887,912 6,208,419

負債純資産合計 20,069,672 20,622,529
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 26,200,285 27,531,238

売上原価 19,787,839 20,523,690

売上総利益 6,412,445 7,007,548

販売費及び一般管理費 6,479,935 6,414,286

営業利益又は営業損失（△） △67,490 593,261

営業外収益

受取利息 3,383 3,142

受取配当金 4,854 5,619

不動産賃貸料 31,195 20,345

その他 16,978 22,831

営業外収益合計 56,412 51,939

営業外費用

支払利息 39,206 34,307

手形売却損 39,628 32,785

電子記録債権売却損 5,797 9,756

不動産賃貸費用 27,386 21,249

その他 23,389 14,742

営業外費用合計 135,408 112,841

経常利益又は経常損失（△） △146,486 532,358

特別損失

独占禁止法関連引当金繰入額 - 77,000

特別損失合計 - 77,000

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△146,486 455,358

法人税、住民税及び事業税 41,557 186,489

四半期純利益又は四半期純損失（△） △188,044 268,868
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（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。
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