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1. 平成30年3月期の業績（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期 9,518 2.3 2,963 11.9 3,027 8.4 1,700 2.1

29年3月期 9,301 △4.8 2,649 8.4 2,792 19.4 1,665 27.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

30年3月期 480.61 ― 3.8 5.9 31.1

29年3月期 470.57 ― 3.8 5.6 28.5

（参考） 持分法投資損益 30年3月期 48百万円 29年3月期 44百万円

(注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株
当たり当期純利益を算定しております。

(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

30年3月期 52,154 45,673 87.6 12,908.22

29年3月期 50,963 44,126 86.6 12,469.97

（参考） 自己資本 30年3月期 45,673百万円 29年3月期 44,126百万円

(注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株
当たり純資産を算定しております。

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

30年3月期 3,425 △1,270 △134 4,946

29年3月期 3,407 △2,007 △132 2,928

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

29年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50 132 8.0 0.3

30年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 141 8.3 0.3

31年3月期(予想) ― 0.00 ― 40.00 40.00 7.9

(注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。平成30年３月期の１株当たり期末配当金につきましては、当該
株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。詳細につきましては、「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項（株式併合後の配当につい
て）」をご覧ください。

3. 平成31年 3月期の業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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）

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) 4,722 0.4 1,184 △19.5 1,215 △19.5 841 △32.6 237.68

通期 9,500 △0.2 2,751 △7.2 2,791 △7.8 1,781 4.8 503.35



※ 注記事項

(1) 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

(2) 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） 30年3月期 3,740,000 株 29年3月期 3,740,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期 201,679 株 29年3月期 201,364 株

③ 期中平均株式数 30年3月期 3,538,510 株 29年3月期 3,538,636 株

当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期
末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記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、その達成
を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予
想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページの「1.経営成績等の概況(4)今後の見通し」をご覧ください。

(株式併合後の配当について）

当社は、平成29年６月29日開催の第58回定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１
株の割合で株式併合を実施しております。なお、株式併合考慮前に換算した平成30年３月期の配当は以下のとおりとなります。

平成30年３月期の配当

１株当たり配当金　期末　８円00銭
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１. 経営成績等の概況 

 （1）当期の経営成績の概況 

当期におけるわが国経済は、政府の経済政策、日銀の金融緩和策により企業収益や雇用・所得環境

に改善が見られ、総じて緩やかな回復基調で推移しましたが、東アジア情勢の不安等から依然として先

行きは不透明な状況にあります。 

      当家具・インテリア業界におきましては、個人消費は本格的回復傾向が見られず、引き続き厳しい状

況が続いております。 

      その結果、売上高は、9,518,462 千円（前期の 102.3％）となりました。 

      セグメント別の売上髙は、家具商品部門が 4,285,889 千円（前期の 96.9％）、不動産賃貸部門は

5,035,114 千円（前期の 107.1％）、その他部門は 197,458 千円（前期の 112.1％）となりました。 

      一方利益面におきましては、売上高が増加したことで営業利益は 2,963,172 千円（前期の 111.9％）、

経常利益は 3,027,679 千円（前期の 108.4％）、当期純利益は固定資産売却益 456,248 千円の計上等が

ある一方、固定資産売却損 744,809 千円の計上等もあり、1,700,659 千円（前期の 102.1％）となりました。 

 

（2）当期の財政状態の概況 

 （資産） 

  当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べて、1,191,099 千円増加し、52,154,508 千円

（前期比 2.3％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、1,610,124 千円増加し、7,086,449 千円（前期比

29.4％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、419,025 千円減少し、45,068,059 千円（前期比

0.9％減）となりました。これは主に有形固定資産の減少によるものであります。 

 （負債） 

  当事業年度末における負債総額は、前事業年度末に比べて、355,660 千円減少し、6,481,080 千円

（前期比 5.2％減）となりました。 

流動負債につきましては、前事業年度末に比べて、319,388 千円減少し、1,386,325 千円（前期比

18.7％減）となりました。これは主に未払法人税等の減少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、36,271 千円減少し、5,094,755 千円（前期比

0.7％減）となりました。これは主に長期預り敷金の減少によるものであります。 

 （純資産） 

  当事業年度末における純資産は、前事業年度末に比べて、1,546,760 千円増加し、45,673,427 千円

（前期比 3.5％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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（3）当期のキャッシュ・フローの概況 

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ、2,018,167 千円増加し、

4,946,675 千円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,425,933千円の収入（前事業年度に比べ18,100千円の収入の

増加）となりました。これは主に税引前当期純利益 2,630,209 千円、減価償却費 1,027,958 千円によるも

のであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,270,599 千円の支出（前事業年度に比べ 736,837 千円の支出

の減少）となりました。これは主に貸付による支出 2,466,400 千円、有形固定資産の取得による支出

1,960,700 千円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、134,337 千円の支出（前事業年度に比べ 1,592 千円の支出の増

加）となりました。これは主に配当金の支払い 132,704 千円によるものであります。 

 

（4）今後の見通し 

      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、景気の先行きは不透明であり、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、設備投資、個人消費ともに急激な回復は望めず消費低迷から脱却できずに、

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 9,500 百万円、経常利益 2,791 百万円、

当期純利益 1,781 百万円を見込んでおります。 

 

２. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 

 当社は連結財務諸表を作成していないため、国際会計基準に基づく財務諸表を作成するための体制整備

の負担等を考慮し、日本基準に基づき財務諸表を作成しております。 
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,707,888 5,446,675

受取手形 448,264 446,295

売掛金 496,578 450,232

商品 756,144 682,441

前渡金 9,079 5,305

前払費用 6,996 7,589

繰延税金資産 39,892 33,964

未収入金 13,128 14,298

その他 3,488 3,042

貸倒引当金 △5,135 △3,396

流動資産合計 5,476,325 7,086,449

固定資産

有形固定資産

建物 29,447,333 28,606,017

減価償却累計額 △14,365,218 △14,240,633

建物（純額） 15,082,114 14,365,383

構築物 1,105,488 1,143,130

減価償却累計額 △841,805 △879,466

構築物（純額） 263,683 263,664

機械及び装置 274,693 261,793

減価償却累計額 △159,148 △169,160

機械及び装置（純額） 115,544 92,632

車両運搬具 75,545 75,781

減価償却累計額 △73,956 △64,445

車両運搬具（純額） 1,588 11,335

工具、器具及び備品 446,219 460,092

減価償却累計額 △377,495 △375,622

工具、器具及び備品（純額） 68,723 84,470

土地 26,435,296 25,596,722

建設仮勘定 92,498 11,880

有形固定資産合計 42,059,449 40,426,087

無形固定資産

借地権 1,083,740 1,083,740

ソフトウエア 336 1,787

電話加入権 3,720 3,720

無形固定資産合計 1,087,796 1,089,248
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 348,999 326,643

関係会社株式 75,050 75,050

関係会社長期貸付金 1,393,705 2,771,905

長期前払費用 254,843 245,589

前払年金費用 - 2,175

繰延税金資産 274,624 141,613

その他 254,128 207,933

貸倒引当金 △261,513 △218,187

投資その他の資産合計 2,339,837 3,552,723

固定資産合計 45,487,084 45,068,059

資産合計 50,963,409 52,154,508

負債の部

流動負債

買掛金 405,502 266,461

未払金 137,736 285,331

未払費用 11,913 13,541

未払法人税等 625,386 355,418

前受金 75,000 -

預り金 6,291 7,494

前受収益 418,809 429,320

賞与引当金 16,824 16,020

その他 8,251 12,736

流動負債合計 1,705,714 1,386,325

固定負債

退職給付引当金 4,966 -

長期預り敷金 5,109,175 5,077,487

資産除去債務 16,884 17,267

固定負債合計 5,131,027 5,094,755

負債合計 6,836,741 6,481,080
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30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

別途積立金 33,300,000 34,900,000

繰越利益剰余金 1,736,047 1,704,007

利益剰余金合計 35,612,347 37,180,307

自己株式 △419,121 △420,754

株主資本合計 44,028,225 45,594,553

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 102,154 87,611

繰延ヘッジ損益 △3,711 △8,736

評価・換算差額等合計 98,442 78,874

純資産合計 44,126,667 45,673,427

負債純資産合計 50,963,409 52,154,508
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当事業年度
(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

売上高

商品売上高 4,600,771 4,483,348

不動産賃貸収入 4,700,984 5,035,114

売上高合計 9,301,756 9,518,462

売上原価

商品期首たな卸高 876,817 756,144

当期商品仕入高 3,851,163 3,736,023

合計 4,727,980 4,492,167

他勘定振替高 5,173 6,110

商品期末たな卸高 756,144 682,441

商品売上原価 3,966,662 3,803,615

不動産賃貸原価 1,788,241 1,969,129

売上原価合計 5,754,904 5,772,745

売上総利益 3,546,852 3,745,717

販売費及び一般管理費

給料及び手当 382,673 377,000

賞与引当金繰入額 16,824 16,020

退職給付費用 17,306 3,190

租税公課 115,952 113,050

減価償却費 44,975 32,169

その他 319,950 241,112

販売費及び一般管理費合計 897,681 782,544

営業利益 2,649,170 2,963,172

営業外収益

受取利息 16,358 16,238

受取配当金 15,969 15,367

為替差益 6,303 4,046

貸倒引当金戻入額 99,063 18,964

雑収入 11,115 10,026

営業外収益合計 148,809 64,643
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当事業年度
(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業外費用

商品廃棄損 5,146 -

雑損失 125 136

営業外費用合計 5,271 136

経常利益 2,792,709 3,027,679

特別利益

固定資産売却益 23,543 456,248

投資有価証券売却益 37,716 7,560

違約金収入 - 437,200

特別利益合計 61,259 901,008

特別損失

固定資産売却損 184,408 744,809

固定資産除却損 47,965 348,669

減損損失 - 205,000

特別損失合計 232,374 1,298,478

税引前当期純利益 2,621,594 2,630,209

法人税、住民税及び事業税 921,665 781,962

法人税等調整額 34,768 147,587

法人税等合計 956,434 929,550

当期純利益 1,665,160 1,700,659
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29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 2,785 32,100,000 1,400,800

当期変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩
△2,785 2,785

別途積立金の積立 1,200,000 △1,200,000

剰余金の配当 △132,698

当期純利益 1,665,160

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 ― ― ― ― △2,785 1,200,000 335,246

当期末残高 3,887,500 4,947,500 4,947,500 576,300 ― 33,300,000 1,736,047

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 34,079,885 △419,121 42,495,763 45,310 △44,679 630 42,496,394

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 △132,698 △132,698 △132,698

当期純利益 1,665,160 1,665,160 1,665,160

自己株式の取得 ― ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
56,844 40,968 97,812 97,812

当期変動額合計 1,532,461 ― 1,532,461 56,844 40,968 97,812 1,630,273

当期末残高 35,612,347 △419,121 44,028,225 102,154 △3,711 98,442 44,126,667
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　当事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30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

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 33,300,000 1,736,047

当期変動額

別途積立金の積立 1,600,000 △1,600,000

剰余金の配当 △132,698

当期純利益 1,700,659

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 ― ― ― ― 1,600,000 △32,039

当期末残高 3,887,500 4,947,500 4,947,500 576,300 34,900,000 1,704,007

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 35,612,347 △419,121 44,028,225 102,154 △3,711 98,442 44,126,667

当期変動額

別途積立金の積立 ― ― ―

剰余金の配当 △132,698 △132,698 △132,698

当期純利益 1,700,659 1,700,659 1,700,659

自己株式の取得 △1,632 △1,632 △1,632

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△14,542 △5,024 △19,567 △19,567

当期変動額合計 1,567,960 △1,632 1,566,327 △14,542 △5,024 △19,567 1,546,760

当期末残高 37,180,307 △420,754 45,594,553 87,611 △8,736 78,874 45,673,427
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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28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当事業年度
(自 平成29年４月１日

　至 平成30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 2,621,594 2,630,209

減価償却費 1,085,617 1,027,958

減損損失 - 205,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 620 △804

貸倒引当金の増減額（△は減少） △99,063 △45,065

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,309 △4,966

前払年金費用の増減額（△は増加） - △2,175

受取利息及び受取配当金 △32,327 △31,606

為替差損益（△は益） 54,118 2,828

投資有価証券売却損益（△は益） △37,716 △7,560

有形固定資産除却損 47,965 348,669

有形固定資産売却損益（△は益） 160,865 288,561

売上債権の増減額（△は増加） △35,819 48,315

たな卸資産の増減額（△は増加） 120,673 73,702

仕入債務の増減額（△は減少） 45,039 △139,040

長期預り敷金の増減額（△は減少） 254,455 △31,687

その他 △12,775 77,153

小計 4,168,937 4,439,492

利息及び配当金の受取額 31,993 31,940

法人税等の支払額 △793,097 △1,045,498

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,407,833 3,425,933

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 △1,477,480 △920,460

定期預金の払戻による収入 1,754,600 1,199,840

投資有価証券の売却による収入 97,526 8,960

有形固定資産の取得による支出 △2,925,093 △1,960,700

無形固定資産の取得による支出 - △1,950

有形固定資産の売却による収入 493,962 1,781,910

貸付けによる支出 △670,120 △2,466,400

貸付金の回収による収入 719,168 1,088,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,007,436 △1,270,599

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 - △1,632

配当金の支払額 △132,744 △132,704

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,744 △134,337

現金及び現金同等物に係る換算差額 △54,118 △2,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,213,533 2,018,167

現金及び現金同等物の期首残高 1,714,974 2,928,508

現金及び現金同等物の期末残高 2,928,508 4,946,675
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(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。

44,829 48,665

当事業年度
　（自平成29年4月　1日
　　至平成30年3月31日）

16,100

634,668578,765

16,100

   (継続企業の前提に関する注記）

（単位：千円）

 　　至平成29年3月31日）

   (持分法損益等）

 前事業年度
　（自平成28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28年4月1日　　至　平成29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。

18,993 2,917,525 2,936,518 2,936,518

6,042,952

36,929 1,040,641 1,077,571 1,077,571

セグメント負債 430,553 5,609,783 6,040,336 2,615

2,829,147

セグメント資産 2,789,849 43,553,078 46,342,927 55,360 46,398,287

セグメント利益 △ 88,934 2,912,743 2,823,809 5,338

176,165 9,301,756

計 4,424,605 4,700,984 9,125,590 176,165 9,301,756

4,424,605 4,700,984 9,125,590

9,301,756

2,649,170

（単位：千円）

利益 金額

2,823,809

5,338

△ 179,977

（単位：千円）

売上高 金額

9,125,590

176,165

（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
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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の増加額

（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。

（単位：千円）

資産 金額

46,342,927

55,360

4,565,121

50,963,409

（単位：千円）

負債 金額

6,040,336

2,615

793,788

6,836,741

（単位：千円）

2,936,518 2,300 2,938,818

その他の項目 報告セグメント計 調整額 財務諸表計上額

1,077,571 8,045 1,085,617
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　当事業年度　（自　平成29年4月1日　　至　平成30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。

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。

△ 179,954

2,963,172

5,983

9,321,004

197,458

9,518,462

（単位：千円）

利益 金額

3,137,143

2,388 2,100,761 2,103,149 2,103,149

売上高 金額

（単位：千円）

5,931,570 3,425 5,934,995

23,612 995,788 1,019,400 1,019,400

3,137,143 5,983 3,143,126

2,639,337 41,925,023 44,564,361 61,969 44,626,330

（単位：千円）

4,285,889 5,035,114 9,321,004 197,458 9,518,462

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

9,321,004 197,458 9,518,462

セグメント利益

セグメント資産

セグメント負債

4,285,889 5,035,114

71,159 3,065,984

421,282 5,510,287

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の増加額

（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。

その他の項目

1,027,958

2,118,114

報告セグメント計 調整額 財務諸表計上額

8,557

14,964

1,019,400

2,103,149

（単位：千円）

負債 金額

（単位：千円）

（単位：千円）

資産 金額

44,564,361

7,528,178

52,154,508

5,931,570

3,425

546,084

6,481,080

61,969
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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. 平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前事業年度の期首に

当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

　 2. 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。

　 4.　その他

役員の異動

役員の異動につきましては、平成30年4月25日発表の「代表取締役の異動に関するお知らせ」に記載のとおりで

　

470.57

　

 　　前事業年度

当事業年度前事業年度

480.61

29 年 4 月 1 日28 年 4 月 1 日

（単位：千円）

 当事業年度

　　（自平成29年4月　1日 

12,908.22

30年3月31日

　　（自平成28年4月　1日 

12,469.97

あります。

29年3月31日

1,665,160

　　　至平成29年3月31日）

1,700,659損益計算書上の当期純利益

　　　至平成30年3月31日）

 同左

普通株式の期中平均株式数（株） 3,538,636 3,538,510

1,700,6591,665,160普通株式に係る当期純利益

㈱光製作所（8191）　平成30年３月期　決算短信〔日本基準〕(非連結）
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