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1.  平成25年10月期第1四半期の連結業績（平成24年10月21日～平成25年1月20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 ％

25年10月期第1四半期 4,464 △2.6 260 △23.3 432 8.4 185 3.6
24年10月期第1四半期 4,583 16.9 339 72.6 399 65.3 179 563.1

（注）包括利益 25年10月期第1四半期 774百万円 （187.7％） 24年10月期第1四半期 269百万円 （△20.7％）

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

25年10月期第1四半期 18.17 ―
24年10月期第1四半期 14.78 ―

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

25年10月期第1四半期 29,146 19,122 56.6 1,615.63
24年10月期 29,939 18,448 52.9 1,551.69
（参考） 自己資本   25年10月期第1四半期  16,491百万円 24年10月期  15,840百万円

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   

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

24年10月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
25年10月期 ―
25年10月期（予想） 9.00 ― 9.00 18.00

3. 平成25年10月期の連結業績予想（平成24年10月 21日～平成25年10月20日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 12,500 3.0 1,190 △20.9 1,340 △19.4 730 3.3 61.91
通期 22,400 2.3 1,930 △9.7 2,030 △15.4 950 18.7 80.56



(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 

詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項 （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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報告書の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
基づく四半期報告書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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年10月期1Q 12,976,053 株 24年10月期 12,976,053 株
② 期末自己株式数 25年10月期1Q 2,768,774 株 24年10月期 2,767,664 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年10月期1Q 10,207,902 株 24年10月期1Q 12,119,697 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に穏やかな回復傾向にありま

したが、欧米の金融不安、尖閣諸島に端を発した日中関係の動向などにより、景気の先行きは依然として不透明な状

態が続いております。 

  このような経営環境の中、当社グループは機能性、独自性の高い商品の開発や、顧客指向型ビジネスを積極的に展

開する一方、競争激化する市場に対応し、原価の低減並びに経費の削減に努めました結果、当第１四半期連結累計期

間における連結業績は、売上高が4,464百万円（前年同期比2.6％減）、営業利益は260百万円（同23.3％減）、経常

利益は432百万円（同8.4％増）、四半期純利益は185百万円（同3.6%増）となりました。 

  主なセグメントの業績は以下のとおりであります。 

  

〈家具・インテリア事業〉  

  家具・インテリア事業につきましては、店舗インテリア部門、施設インテリア部門が比較的好調に推移しました

が、売上高は3,818百万円（前年同期比2.7％減）、営業利益は197百万円（同19.7％減）となりました。 

  部門別では、オフィスインテリア部門につきましては、環境適応商品の営業推進に努めましたが、売上高は733百

万円（同6.7％減）となりました。店舗インテリア部門は特定企業の出店増加により、売上高は933百万円（同7.2％

増）となりました。施設インテリア部門は医療、高齢者施設の新築需要を確実に受注することにより、売上高は

1,855百万円（同6.8％増）となりました。ホームインテリア部門の売上高は、113百万円（同25.6％減）となりまし

た。 

〈放送・通信事業〉   

  放送事業では、ＣＳ放送のハイビジョン化が拡大され、より高画質・高音質でお楽しみいただけるようになり、

「劇スポコース」では、海外ドラマを筆頭に、国内・韓流・時代劇まで選りすぐりのドラマとプロ野球全試合生中継

も視聴できる内容で視聴者層を広げております。 

 また、アンテナ受信への移行や大手通信業者の映像配信サービス拡大で厳しい状況となっておりますが、より魅力

ある地域情報のコミュニティ番組で差別化を図っていくよう取り組んでおります。 

 通信事業では、高速・大容量サービスを掲げた大手通信事業者による営業攻勢が大きな脅威となっており、その対

策として、テレビ・インターネット・ＶＯＤの利用料が割安な超得パック「シンプルプラス」コースを設けて既存利

用者の囲い込みを展開しましたが、放送・通信事業における売上高は643百万円（同2.2％減）、営業利益は56百万円

（同35.4％減）となりました。 

       

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における財政状態は以下のとおりであります。 

 総資産については、前連結会計年度末に比べて792百万円減少し、29,146百万円となりました。流動資産は14,813

百万円となり、主なものは現金及び預金9,754百万円、受取手形及び売掛金4,362百万円であります。固定資産は

14,333百万円となり、主なものは建物及び構築物3,571百万円、投資有価証券4,956百万円であります。 

 負債については、前連結会計年度末に比べて1,466百万円減少し、10,024百万円となりました。流動負債は7,810百

万円となり、主なものは支払手形及び買掛金5,066百万円であります。また、固定負債は2,213百万円で、主なものは

役員退職慰労引当金1,737百万円であります。 

 純資産については、前連結会計年度末に比べて673百万円増加し、19,122百万円となりました。自己資本は16,491

百万円となり、自己資本比率56.6％、１株当たり純資産額は1,615.63円となりました。  

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当社グループを取り巻く環境は引き続き厳しい状況にあり、当第1四半期連結累計期間においては、売上高及び

営業利益は前年を下回る業績で推移しておりますが、今後も比較的好調な店舗インテリア部門、施設インテリア部

門を中心に売上の拡大を図るとともに、生産性向上及びコスト削減に努めてまいります。 

 なお、平成25年10月期の連結業績予想につきましては、平成24年12月４日に公表した業績予想数値を変更してお

りません。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年10月21日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。 

   

  

（４）追加情報 

（今後の状況について） 

 当社において、過去に行われた取引の一部に関して架空・循環取引及び不適切な会計処理が行われていたことか

ら、今後、当該取引による各取引先間の資金負担を精算するため当社において追加の資金拠出が生じる可能性があり

ます。更に架空・循環取引に関連し損失を被った取引先から当社へ損害賠償請求の訴訟が提起されております。当社

は、当第1四半期連結会計期間において、損失負担額を見積り、偶発損失引当金を計上しておりますが、今後もその

他の関連した取引先から損害賠償を求められる或いは訴訟を起こされるおそれがあります。 

  

  

   

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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年10月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年１月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,682,159 9,754,000

受取手形及び売掛金 4,828,881 4,362,132

商品及び製品 224,446 248,696

原材料及び貯蔵品 151,340 181,813

繰延税金資産 181,025 77,436

その他 140,967 198,383

貸倒引当金 △10,259 △8,773

流動資産合計 16,198,561 14,813,689

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,685,351 3,571,441

機械装置及び運搬具（純額） 447,435 425,427

土地 2,974,638 2,977,441

リース資産（純額） 220,798 204,799

その他（純額） 129,975 127,628

有形固定資産合計 7,458,200 7,306,738

無形固定資産   

その他 106,935 100,478

無形固定資産合計 106,935 100,478

投資その他の資産   

投資有価証券 4,160,056 4,956,101

保険積立金 1,749,086 1,752,791

繰延税金資産 49,057 850

その他 273,880 272,671

貸倒引当金 △56,572 △56,569

投資その他の資産合計 6,175,509 6,925,845

固定資産合計 13,740,645 14,333,062

資産合計 29,939,206 29,146,752



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年10月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年１月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,430,089 5,066,505

短期借入金 1,100,000 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金 212,000 200,000

未払法人税等 638,886 38,537

賞与引当金 269,033 87,555

役員賞与引当金 16,385 4,096

偶発損失引当金 210,708 210,708

通貨スワップ等 223,225 88,780

その他 1,376,724 1,014,271

流動負債合計 9,477,052 7,810,455

固定負債   

退職給付引当金 135,783 145,406

役員退職慰労引当金 1,726,341 1,737,432

その他 151,043 330,797

固定負債合計 2,013,168 2,213,637

負債合計 11,490,220 10,024,092

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,362,498 6,362,498

資本剰余金 5,401,276 5,401,276

利益剰余金 7,236,292 7,329,893

自己株式 △3,102,263 △3,103,624

株主資本合計 15,897,803 15,990,043

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 148,610 651,222

繰延ヘッジ損益 △70,423 △27,006

為替換算調整勘定 △135,755 △123,095

その他の包括利益累計額合計 △57,568 501,120

少数株主持分 2,608,750 2,631,495

純資産合計 18,448,985 19,122,659

負債純資産合計 29,939,206 29,146,752



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月21日 
 至 平成24年１月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月21日 
 至 平成25年１月20日) 

売上高 4,583,930 4,464,712

売上原価 3,323,450 3,236,625

売上総利益 1,260,479 1,228,086

販売費及び一般管理費   

運搬費 86,459 94,207

貸倒引当金繰入額 779 △1,488

役員報酬及び給料手当 355,990 360,100

賞与引当金繰入額 82,350 77,440

役員賞与引当金繰入額 3,300 4,096

役員退職慰労引当金繰入額 12,927 13,291

退職給付費用 19,838 18,038

減価償却費 38,577 39,648

その他 320,856 362,443

販売費及び一般管理費合計 921,080 967,778

営業利益 339,399 260,308

営業外収益   

受取利息 1,658 2,864

受取配当金 29,695 30,282

デリバティブ評価益 1,120 61,682

通貨スワップ等評価益 20,424 65,198

その他 12,270 17,963

営業外収益合計 65,169 177,990

営業外費用   

支払利息 3,807 3,700

為替差損 547 1,862

その他 1,132 72

営業外費用合計 5,486 5,635

経常利益 399,082 432,663

特別利益   

固定資産売却益 － 356

特別利益合計 － 356

特別損失   

固定資産売却損 128 81

投資有価証券評価損 4,279 －

過年度決算訂正関連費用 － 106,055

その他 1,000 －

特別損失合計 5,407 106,136

税金等調整前四半期純利益 393,674 326,883

法人税、住民税及び事業税 72,264 35,785

法人税等調整額 111,210 97,951

過年度法人税等戻入額 － △18,794

少数株主損益調整前四半期純利益 210,199 211,940

少数株主利益 31,117 26,464

四半期純利益 179,082 185,476



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月21日 
 至 平成24年１月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月21日 
 至 平成25年１月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 210,199 211,940

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 77,555 506,635

繰延ヘッジ損益 6,712 43,417

為替換算調整勘定 △25,197 12,659

その他の包括利益合計 59,070 562,712

四半期包括利益 269,270 774,653

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 237,139 744,165

少数株主に係る四半期包括利益 32,131 30,488



 該当事項はありません。  

   

   

 該当事項はありません。  

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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