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1.  平成25年12月期第1四半期の業績（平成25年1月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

25年12月期第1四半期 8,356 △2.5 △82 ― △104 ― △118 ―
24年12月期第1四半期 8,567 7.0 21 ― 8 ― △2 ―

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12月期第1四半期 △9.63 ―
24年12月期第1四半期 △0.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 20,365 5,662 27.8
24年12月期 19,734 5,730 29.0
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  5,662百万円 24年12月期  5,730百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年12月期の業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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）

（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) 17,300 4.0 △170 ― △230 ― △260 ― △21.13
通期 36,300 7.5 350 ― 220 ― 150 ― 12.19



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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12月期1Q 12,662,100 株 24年12月期 12,662,100 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 357,557 株 24年12月期 357,418 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 12,304,650 株 24年12月期1Q 12,305,570 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、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．３「１．当四半期決算に関する定性的情報 （3）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済・金融政策に対する期待感から、円

安・株高基調に推移しているものの、実体経済の回復基調への足取りは明確ではなく、欧州における債

務問題等にはなお引き続き懸念材料も多く、先行きは不透明であります。 

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昨年の秋口以降、連続して前

年を上回って推移しております。 

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比2.5％減の8,356百万円、売上総利益は前年同期比

5.6％減の2,017百万円、営業損失は82百万円（前年同期は営業利益21百万円）、経常損失は104百万円

（前年同期は経常利益８百万円）、四半期純損失は118百万円（前年同期は四半期純損失２百万円）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。 

壁装材は、２月に装飾性を追求したハイグレードな素材とデザインを取り揃えた見本帳“ウォール

デコ”を発行、３月に新築はもちろん、リフォームにもきれいに貼れるビニル壁紙100点を厳選した

“らくらくリフォーム”を発行、床材は、１月に従来の1.8mm厚、2m巾に加え、衝撃吸収性に優れた

「3.3mm厚」をラインナップした見本帳“クッションフロア”を発行、２月に表面クリア層が0.4mmあ

り、耐久性・耐摩擦性に優れた複層ビニル床タイル“エルワイタイル”を発行した他、壁装材見本帳

“Ｖ－ウォール”、“ウィル”、カーテン見本帳“サーラ”等を増冊発行し拡販に努めましたが、売

上高は前年同期比1.3％減の7,032百万円となり、セグメント損失は84百万円（前年同期はセグメント

損失６百万円）となりました。 

顧客企業のリニューアル、移転等に対する投資意欲が盛り上りを見せないなか、顧客企業に対する

より細やかなサービスの提供に努めましたが、売上高は前年同期比8.2％減の1,323百万円となり、セ

グメント利益は前年同期比92.4％減の２百万円となりました。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比631百万円増の20,365百万円となりました。 

流動資産は前事業年度末比355百万円増の14,578百万円となりました。これは主に現金及び預金の減

少（1,186百万円）、受取手形及び売掛金の増加（822百万円）、商品の増加（533百万円）によるもの

であります。固定資産は前事業年度末比276百万円増の5,786百万円となりました。これは主に長期前払

見本帳費（投資その他の資産「その他」）の増加（86百万円）、リース資産（有形固定資産）の増加

（81百万円）、投資有価証券（投資その他の資産「その他」）の増加（75百万円）によるものでありま

す。 

負債総額は前事業年度末比699百万円増の14,703百万円となりました。流動負債は前事業年度末比623

百万円増の12,558百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加（597百万円）によるも

のであります。固定負債は前事業年度末比75百万円増の2,145百万円となりました。 

純資産は前事業年度末比68百万円減の5,662百万円となりました。なお、自己資本比率は27.8％とな

りました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

① インテリア事業

② オフィス事業

（２）財政状態に関する定性的情報
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平成25年12月期の業績予想に関しては、平成25年２月15日に開示いたしました「平成24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。 

  

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成25年１月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この

変更による、当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,601,910 3,415,548

受取手形及び売掛金 6,194,160 7,016,262

商品 2,092,693 2,626,023

その他 1,345,522 1,535,370

貸倒引当金 △10,633 △14,464

流動資産合計 14,223,655 14,578,741

固定資産   

有形固定資産 1,622,726 1,712,079

無形固定資産 185,712 245,333

投資その他の資産   

差入保証金 2,004,482 2,005,075

その他 1,778,173 1,915,028

貸倒引当金 △80,290 △90,633

投資その他の資産合計 3,702,364 3,829,471

固定資産合計 5,510,803 5,786,884

資産合計 19,734,458 20,365,625

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,628,902 10,226,136

短期借入金 447,800 284,000

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 652,404 588,286

未払法人税等 70,989 20,837

賞与引当金 73,942 131,962

その他 860,245 1,106,927

流動負債合計 11,934,284 12,558,150

固定負債   

社債 650,000 630,000

長期借入金 695,338 659,500

退職給付引当金 395,255 390,303

資産除去債務 54,880 55,145

その他 274,032 410,247

固定負債合計 2,069,507 2,145,197

負債合計 14,003,791 14,703,347
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,335,500 3,335,500

資本剰余金 2,772,764 2,362,793

利益剰余金 △409,971 △118,491

自己株式 △59,143 △59,157

株主資本合計 5,639,149 5,520,644

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 91,517 141,634

評価・換算差額等合計 91,517 141,634

純資産合計 5,730,667 5,662,278

負債純資産合計 19,734,458 20,365,625
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 （２）四半期損益計算書 
    【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 8,567,735 8,356,556

売上原価 6,430,681 6,338,673

売上総利益 2,137,053 2,017,882

販売費及び一般管理費 2,115,338 2,100,240

営業利益又は営業損失（△） 21,715 △82,358

営業外収益   

受取利息 1,777 1,680

受取配当金 344 365

不動産賃貸料 12,203 10,251

その他 11,581 3,544

営業外収益合計 25,906 15,841

営業外費用   

支払利息 12,728 13,127

手形売却損 14,225 13,707

不動産賃貸費用 9,464 8,899

その他 2,626 2,622

営業外費用合計 39,044 38,357

経常利益又は経常損失（△） 8,577 △104,873

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 8,577 △104,873

法人税、住民税及び事業税 11,159 13,617

四半期純損失（△） △2,581 △118,491
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該当事項はありません。 

  

平成25年３月28日開催の定時株主総会における決議に基づき、資本準備金を255,067千円取り崩し、

その他資本剰余金に振り替えいたしました。また、その他資本剰余金409,971千円、利益準備金188,000

千円及び別途積立金495,000千円により、繰越利益剰余金の欠損填補を行なっております。 

この結果、資本剰余金が409,971千円減少し、利益剰余金が同額増加しております。 

（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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