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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績（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3月期第2四半期 61,301 3.4 4,105 27.3 4,399 42.2 2,691 35.1
25年3月期第2四半期 59,257 7.5 3,225 3.0 3,093 7.9 1,991 17.5

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 3,279百万円 （69.4％） 25年3月期第2四半期 1,935百万円 （14.7％）

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

26年3月期第2四半期 70.63 ―
25年3月期第2四半期 49.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 139,839 119,408 85.4
25年3月期 139,205 117,672 84.5
（参考） 自己資本 26年3月期第2四半期 119,408百万円 25年3月期 117,672百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
25年3月期期末配当金の内訳 普通配当 37円50銭 記念配当 3円00銭

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3月期 ― 37.50 ― 40.50 78.00
26年3月期 ― 37.50
26年3月期（予想） ― 37.50 75.00

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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 129,000 4.7 9,100 13.5 9,400 12.0 5,500 14.4 144.36



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※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
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しており、不確実な要素が含まれ変動する可能性を有しております。従いまして、実
際の業績は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。

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 40,188,240 株 25年3月期 40,188,240 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 2,088,657 株 25年3月期 2,088,431 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 38,099,712 株 25年3月期2Q 40,122,773 株
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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期（平成25年４月１日～９月30日）のわが国経済は、金融政策や経済対策の効果に

よる円高修正、株価上昇などを背景に、雇用、所得環境にも改善の動きが見られ、景気は緩やか

ながら回復が感じられるようになりました。

当社事業に関連の深い住宅市場は、消費増税の前倒し需要から、新設住宅着工戸数が今年４月

から８月までの累計で前年比11.3％の増加となりました。

このような状況の下、市場の要求に応えた環境負荷低減商品、各種機能性商品などを開発し、

新築のみならずリフォーム市場や非住宅市場への販路拡大など幅広く営業活動を展開し、当第２

四半期の連結業績は、売上高61,301百万円（前年同期比3.4％増）、営業利益4,105百万円（同

27.3％増）、経常利益4,399百万円（同42.2％増）、四半期純利益2,691百万円（同35.1％増）と

なりました。

（インテリア事業）

インテリア事業では、福岡ショールームを９年ぶりに全面改装し、５月にリニューアルオープ

ンいたしました。約13,000点の商品を見やすく機能的に展示し、壁紙からカーテン、床材までト

ータルでコーディネイトした空間を分かりやすく提案しました。

壁装材では、４月に中間価格帯の壁紙を収録した見本帳「ファイン１０００」を改訂発売しま

した。収録した壁紙は全点シックハウス規制の 上位認定品とし、また、消臭機能壁紙「不燃認

定・ルームエアー」に表面強化タイプを加えるなど、機能性壁紙を充実させております。

床材では、７月に塩ビタイルの新見本帳「フロアタイル」を発行しました。店舗や各種施設な

どの非住宅分野から、戸建やアパート、マンションなどの住宅分野まで幅広い用途に対応すると

ともに、フロアタイルでは業界初となるカーボンフットプリントマークを取得し、環境への配慮

を進めました。

その他既発行の見本帳収録商品の拡販にも努めた結果、インテリア事業における売上高は

52,701百万円（前年同期比3.9％増）、営業利益は4,102百万円（同33.7％増）となりました。

（エクステリア事業）

エクステリア事業を担う株式会社サングリーンでは、企業間競争の激化などにより厳しい状況

が続いておりますが、販売促進キャンペーンの拡大など積極的な営業活動を積み重ねておりま

す。これらの結果、エクステリア事業における売上高は6,990百万円（前年同期比5.6％増）、営

業利益は209百万円（同30.2％増）となりました。

（照明器具事業）

照明器具事業を担う山田照明株式会社においては、急速に進む照明のＬＥＤ化に対応し、可動

式アームスタンド「Ｚライト」などＬＥＤ照明の拡販に注力しましたが、照明器具事業における

売上高は1,614百万円（前年同期比16.6％減）、営業損失は207百万円（前年同期は営業損失2百

万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期末における総資産は、前期末に比べて633百万円増加し、139,839百万円となりま

した。また純資産は119,408百万円となり自己資本比率は85.4％となりました。

現金及び現金同等物は、前期末に比べ2,739百万円増加し、15,697百万円となりました。

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは6,385百万円となりました。これは主に、税金

等調整前四半期純利益4,386百万円と季節変動による売上債権の減少額4,711百万円などの収入が

あったことを反映したものです。

１．当四半期決算に関する定性的情報



投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは2,113百万円となりました。これは主に、投資

有価証券の新規取得と償還、売却との差額支出3,343百万円などによるものです。

財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは1,584百万円となりました。これは主に、配当

金の支払額1,543百万円によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成25年５月８日発表のとおりで変更はありません。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結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。

（３）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。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,919 23,091

受取手形及び売掛金 42,886 38,174

有価証券 20,007 18,015

商品及び製品 10,160 10,565

原材料及び貯蔵品 1,454 1,445

その他 1,011 936

貸倒引当金 △161 △144

流動資産合計 98,278 92,085

固定資産

有形固定資産

土地 20,243 20,243

その他（純額） 7,621 8,324

有形固定資産合計 27,865 28,567

無形固定資産

その他 328 325

無形固定資産合計 328 325

投資その他の資産

投資有価証券 4,619 10,813

その他 8,966 8,952

貸倒引当金 △853 △905

投資その他の資産合計 12,732 18,859

固定資産合計 40,926 47,753

資産合計 139,205 139,839



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,355 11,787

短期借入金 20 －

1年内返済予定の長期借入金 24 22

未払法人税等 2,182 1,872

賞与引当金 954 934

その他 2,277 1,977

流動負債合計 17,813 16,594

固定負債

長期借入金 115 104

退職給付引当金 2,629 2,755

役員退職慰労引当金 79 82

長期未払金 418 418

その他 475 475

固定負債合計 3,718 3,835

負債合計 21,532 20,430

純資産の部

株主資本

資本金 13,616 13,616

資本剰余金 20,005 20,005

利益剰余金 87,146 88,294

自己株式 △4,587 △4,588

株主資本合計 116,180 117,327

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,492 2,080

その他の包括利益累計額合計 1,492 2,080

純資産合計 117,672 119,408

負債純資産合計 139,205 139,839



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
（四半期連結損益計算書）
（第２四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 59,257 61,301

売上原価 42,630 44,139

売上総利益 16,627 17,161

販売費及び一般管理費 13,401 13,056

営業利益 3,225 4,105

営業外収益

受取利息 20 14

受取配当金 35 45

不動産賃貸料 47 43

為替差益 － 110

その他 88 87

営業外収益合計 190 301

営業外費用

支払利息 1 0

手形売却損 2 2

為替差損 268 －

その他 51 3

営業外費用合計 323 7

経常利益 3,093 4,399

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 6

特別利益合計 0 6

特別損失

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 46 19

投資有価証券評価損 11 －

特別損失合計 58 19

税金等調整前四半期純利益 3,034 4,386

法人税、住民税及び事業税 760 1,822

法人税等調整額 282 △127

法人税等合計 1,042 1,695

少数株主損益調整前四半期純利益 1,991 2,691

四半期純利益 1,991 2,691



（四半期連結包括利益計算書）
（第２四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,991 2,691

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △55 588

その他の包括利益合計 △55 588

四半期包括利益 1,935 3,279

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,935 3,279



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,034 4,386

減価償却費 500 463

貸倒引当金の増減額（△は減少） 77 35

受取利息及び受取配当金 △55 △59

支払利息 1 0

為替差損益（△は益） 186 △51

売上債権の増減額（△は増加） 4,641 4,711

たな卸資産の増減額（△は増加） △706 △396

仕入債務の増減額（△は減少） △1,613 △567

その他 △319 △143

小計 5,747 8,379

利息及び配当金の受取額 65 80

利息の支払額 △1 △1

法人税等の支払額 △1,853 △2,073

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,958 6,385

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 △6,981 △7,173

定期預金の払戻による収入 6,431 9,741

有形固定資産の取得による支出 △438 △1,092

有形固定資産の売却による収入 224 0

無形固定資産の取得による支出 △12 △97

投資有価証券の取得による支出 △8,110 △11,354

投資有価証券の償還による収入 8,500 8,000

保険積立金の積立による支出 △250 △199

保険積立金の解約による収入 401 －

その他 7 62

投資活動によるキャッシュ・フロー △228 △2,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △10 △13

配当金の支払額 △1,505 △1,543

その他 △22 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,538 △1,584

現金及び現金同等物に係る換算差額 △186 51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,005 2,739

現金及び現金同等物の期首残高 12,425 12,957

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,431 15,697



（４）四半期連結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。

（セグメント情報等）

セグメント情報

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、全てセグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、全てセグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。

（単位：百万円）

インテリア
事業

エクステリ
ア事業

照明器具
事業

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高

外部顧客への売上高 50,714 6,617 1,925 － 59,257

セグメント間の内部売
上高又は振替高 － － 10 △10 －

計 50,714 6,617 1,936 △10 59,257

セグメント利益又は
損失（△） 3,067 160 △2 △0 3,225

（単位：百万円）

インテリア
事業

エクステリ
ア事業

照明器具
事業

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高

外部顧客への売上高 52,701 6,990 1,608 － 61,301

セグメント間の内部売
上高又は振替高 － － 5 △5 －

計 52,701 6,990 1,614 △5 61,301

セグメント利益又は
損失（△） 4,102 209 △207 0 4,105
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