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1.  平成25年3月期の業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

25年3月期 9,144 △7.3 2,412 △1.5 2,494 △9.9 1,107 △22.4
24年3月期 9,859 1.3 2,448 2.7 2,768 17.3 1,427 816.5

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 ％ ％ ％

25年3月期 62.57 ― 2.9 5.9 26.4
24年3月期 78.57 ― 3.8 6.7 24.8

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  16百万円 24年3月期  14百万円

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3月期 43,070 38,831 90.2 2,194.20
24年3月期 42,118 37,790 89.7 2,135.30

（参考） 自己資本   25年3月期  38,831百万円 24年3月期  37,790百万円

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

25年3月期 2,525 △1,895 △132 1,794
24年3月期 3,941 △1,874 △924 1,299

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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50 132 9.5 0.4
25年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50 132 12.0 0.3
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 7.50 7.50 10.8

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 4,078 △2.8 824 △23.7 846 △23.9 524 △24.6 29.61
通期 9,000 △1.6 2,083 △13.6 2,127 △14.7 1,231 11.2 69.56



※  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 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期 18,700,000 株 24年3月期 18,700,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 1,002,457 株 24年3月期 1,002,022 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 17,697,806 株 24年3月期 18,172,044 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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 
上記に記載した業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値
と異なる場合があります。なお、上記予想は添付資料２ページの１経営成績（1）経営成績に関する分析「次期の見通し」をご覧下さい。 
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１ 経営成績 

 （1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、欧州の債務危機の長期化や中国経済の成長鈍化等、世界経済の減速

により先行き不透明な状況で推移しました。国内では、復興需要の下支えや政権交代に伴う経済対策や

金融政策に対する効果から、円安株高が進んでおり、デフレ経済からの脱却と景気回復の期待感が高

まっております。 

      当家具・インテリア業界におきましては、回復の兆しは未だ見えないまま、依然として低調な状況にあり

ます。 

      セグメント別の売上髙は、家具商品部門が 5,296,459 千円（前期の 93.4％）、不動産賃貸部門は

3,641,126 千円（前期の 93.9％）、その他部門は、206,702 千円（前期の 67.4％）となりました。 

      一方利益面におきましては、売上高が減少したことに伴い営業利益は、2,412,797 千円（前期の

98.5％）、経常利益は、2,494,977 千円（前期の 90.1％）と減益となりました。当期純利益は、1,107,371 千

円（前期の 77.6％）と減益となりました。これは主に、期中に固定資産除却損 565,672千円を計上したこと

等によるものであります。 

 

②次期の見通し 

      今後のわが国経済は、経済対策による効果、円安を背景とする輸出の持ち直し、年度後半には消費

増税前の駆け込み需要が見込まれ、景気は緩やかながらも回復するものと予想されます。しかしながら

欧州債務問題など、海外経済の動向によっては大きく変動することもあり、予断を許さない状況で推移す

ると思われます。 

当業界をとりまく環境は、回復への期待感はありますものの、設備投資、個人消費ともに急激な回復は

望めず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 9,000 百万円、経常利益 2,127 百万円、

当期純利益 1,231 百万円を見込んでおります。 

 

（2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

  当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べて、951,935 千円増加し、43,070,732 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 447,213 千円増加し、6,157,767 千円（前期比

7.8％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、504,721 千円増加し、36,912,964 千円（前期比

1.4％増）となりました。これは主に有形固定資産の増加によるものであります。 

流動負債につきましては、前事業年度末に比べて、901,239 千円減少し、1,576,216 千円（前期比

36.4％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、811,828 千円増加し、2,662,627 千円（前期比

43.9％増）となりました。これは主に、長期預り敷金の増加によるものであります。 
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  純資産につきましては、前事業年度末に比べて、1,041,345 千円増加し、38,831,888 千円（前期

比 2.8％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。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、1,794,612千円となり、前事業年度末に比べ、

495,015 千円増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,525,090千円の収入となり、前事業年度に比べ 1,416,297 千円

の収入の減少となりました。これは主に法人税等の支払額の増加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、1,895,737 千円の支出となり、前事業年度に比べ 21,626 千円の

支出の増加となりました。これは主に固定資産の取得による支出が減少したものの、貸付金の回収が減

少したこと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、132,598 千円の支出となり、前事業年度に比べ 792,077 千円の

支出の減少となりました。これは主に短期借入金の完済等によるものであります。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の配当政策に対する基本的な考え方は、長期的視点から将来の事業展開に備える内部留保

の充実と安定配当を継続することであります。また内部留保資金につきましては、長期的営業基盤の

強化のための有効投資に充当することを考えております。 

なお、当期におきましては、1 株当たり 7 円 50 銭（全額期末配当金）の配当を継続することを予定し

ております。 

この方針に基づき、財務体質の強化を図る目的で資産の見直しを行い、また業績回復のための投

資に備えること等を勘案し、次期についても年間配当金として１株当たり 7 円 50 銭（全額期末配当金）

を予定しております。 
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２  企業集団の状況 

         当社の企業集団は、当社、親会社、関連会社 15 社で構成され、業務用家具、リビング用家具、イン

テリア商品、育児･学童家具及びオフィス家具の販売並びに不動産の賃貸を主な業務内容として、事業

活動を展開しております。 

         当グループの事業活動に係わる位置づけは次のとおりであります。 

  業 務 用 家 具                 関連会社㈱東京光商事他 14 社に販売しております。 

  リ ビ ン グ 用 家 具                 関連会社㈱東京光商事他 14 社に販売しております。   

  イ ン テ リ ア 商 品                 関連会社㈱東京光商事他 14 社に販売しております。 

  育 児 ・学 童 家 具                 関連会社㈱東京光商事他 14 社に販売しております。   

  オ フ ィ ス 家 具             関連会社㈱東京光商事他 14 社に販売しております。   

  不 動 産 の 賃 貸                 親会社㈱光商との間で不動産の一部を賃貸借しております。 

 

  事業の系統図は次のとおりであります。 

 

           

           得 意 先 

  

  テ ナ ン ト 

          

                            商    品                                     賃    貸 

    

   

    販 売 代 理 店 

 

          （関連会社） 

    株式会社東京光商事他 14 社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（親会社） 

株式会社光商                                

                                                                                                                                       

 

 

商    品                                     賃 貸 借 

 

     

当                                                                      社 

  
 

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 

 

 

不動産賃貸 

 

 

                         製    品 

 

 

           仕 入 先 
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３ 経営方針 

(1)   会社の経営の基本方針 

当社は創業以来、家具を通じて「快適な住空間の創造」をテーマとし、市場における多種多様なニ

ーズに応ずるべく商品の開発に努め、家具を安定的に供給することをもって社会に貢献することを基

本方針として運営してまいりました。更なる発展を続けることを目指して、経営に取り組んでいく所存で

あります。 

 

（2）  目標とする経営指標 

      当社は、継続的に安定した収益確保が重要であるという観点から、収益力の向上を目指し、その重

視する指標として株主資本利益率(ROE) ４％以上の達成を目標に掲げております。 

 

（3）  中長期的な会社の経営戦略 

当社は、家具・インテリア業界において、時代と共に変化する市場のニーズを的確に捉える魅力的

で競争力のあるオリジナル商品を供給できる開発力と営業力を一層強化し、販売の拡大に努めてまい

ります。また、不動産賃貸部門は、安定収益確保のため、堅実性と効率を重視した展開を目指します。 

 

（4）  会社の対処すべき課題 

今後の経済情勢は、経済対策効果による景気回復への期待感は高まっており、企業業績や個人消

費に持ち直しの動向はあるものの、欧州債務問題等海外経済の動向により大きく変動する要因が存

在しております。 

家具・インテリア業界におきましても、企業間競争の激化で厳しい状況が続いております。 

       このような経営環境の下で、当社は、消費者ニーズに真にマッチする商品、オンリーワン商品の

開発とコントラクト部門の営業活動を強化して経営効率を図るとともに、資産の見直しを行い財務体

質の強化を図り、業績の回復、収益の向上を図ることを目指しております。 
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４ 財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,942,390 3,558,575

受取手形 985,244 853,996

売掛金 741,158 649,218

商品 903,652 1,020,315

前渡金 4,362 7,176

前払費用 9,454 5,469

繰延税金資産 93,231 31,646

未収入金 39,411 20,122

その他 5,275 23,172

貸倒引当金 △13,628 △11,926

流動資産合計 5,710,554 6,157,767

固定資産   

有形固定資産   

建物 22,248,961 21,716,779

減価償却累計額 △12,378,792 △12,030,679

建物（純額） 9,870,168 9,686,099

構築物 935,211 935,431

減価償却累計額 △627,910 △682,430

構築物（純額） 307,301 253,001

機械及び装置 104,700 104,700

減価償却累計額 △104,074 △104,270

機械及び装置（純額） 625 429

車両運搬具 76,620 77,035

減価償却累計額 △70,923 △71,197

車両運搬具（純額） 5,697 5,837

工具、器具及び備品 323,312 318,989

減価償却累計額 △311,969 △304,949

工具、器具及び備品（純額） 11,342 14,040

土地 22,626,400 22,561,462

建設仮勘定 138,907 741,982

有形固定資産合計 32,960,443 33,262,853

無形固定資産   

借地権 1,083,740 1,083,740

ソフトウエア 920 3,039

電話加入権 3,720 3,720

無形固定資産合計 1,088,380 1,090,499
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 284,869 385,814

関係会社株式 82,750 82,750

関係会社長期貸付金 1,527,665 1,649,038

長期前払費用 746 570

繰延税金資産 344,371 305,383

その他 371,229 400,000

貸倒引当金 △252,213 △263,945

投資その他の資産合計 2,359,418 2,559,612

固定資産合計 36,408,243 36,912,964

資産合計 42,118,797 43,070,732

負債の部   

流動負債   

支払手形 314,487 285,289

買掛金 425,824 461,072

未払金 90,196 136,289

未払費用 12,220 11,097

未払法人税等 1,300,022 375,345

預り金 7,353 7,263

前受収益 313,067 286,281

賞与引当金 13,033 13,159

その他 1,250 416

流動負債合計 2,477,455 1,576,216

固定負債   

退職給付引当金 161,259 142,324

長期預り敷金 1,689,539 2,520,303

固定負債合計 1,850,799 2,662,627

負債合計 4,328,254 4,238,843
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25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   

固定資産圧縮積立金 3,222 3,051

別途積立金 27,300,000 28,600,000

繰越利益剰余金 1,476,045 1,150,854

利益剰余金合計 29,355,568 30,330,205

自己株式 △415,388 △415,605

株主資本合計 37,775,179 38,749,599

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,363 80,371

繰延ヘッジ損益 － 1,916

評価・換算差額等合計 15,363 82,288

純資産合計 37,790,542 38,831,888

負債純資産合計 42,118,797 43,070,732
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

商品売上高 5,979,910 5,503,161

不動産賃貸収入 3,879,647 3,641,126

売上高合計 9,859,557 9,144,288

売上原価   

商品期首たな卸高 978,578 903,652

当期商品仕入高 5,088,983 4,694,923

合計 6,067,561 5,598,575

他勘定振替高 30,018 24,427

商品期末たな卸高 903,652 1,020,315

商品売上原価 5,133,890 4,553,832

不動産賃貸原価 1,371,617 1,265,088

売上原価合計 6,505,507 5,818,921

売上総利益 3,354,049 3,325,366

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 69,621 64,384

広告宣伝費 10,200 33,747

給料及び手当 400,004 401,706

賞与引当金繰入額 13,033 13,159

退職給付費用 11,548 18,263

法定福利費 56,067 57,587

租税公課 70,259 65,421

減価償却費 56,740 46,591

支払手数料 38,638 50,361

寄付金 65,000 65,000

その他 114,563 96,345

販売費及び一般管理費合計 905,678 912,568

営業利益 2,448,371 2,412,797

営業外収益   

受取利息 26,436 17,802

受取配当金 9,579 12,540

為替差益 159,527 622

貸倒引当金戻入額 39,010 －

受取保険金 98,898 77,195

雑収入 16,941 9,212

営業外収益合計 350,393 117,374
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 5,994 －

貸倒引当金繰入額 － 10,029

商品廃棄損 22,874 24,965

雑損失 1,009 200

営業外費用合計 29,878 35,195

経常利益 2,768,886 2,494,977

特別利益   

固定資産売却益 17,510 24,718

特別利益合計 17,510 24,718

特別損失   

固定資産売却損 13 61,306

固定資産除却損 54,394 565,672

特別損失合計 54,407 626,978

税引前当期純利益 2,731,989 1,892,717

法人税、住民税及び事業税 1,302,426 721,883

法人税等調整額 1,758 63,462

法人税等合計 1,304,185 785,345

当期純利益 1,427,804 1,107,371
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,887,500 3,887,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,887,500 3,887,500

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 4,947,500 4,947,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,947,500 4,947,500

資本剰余金合計   

当期首残高 4,947,500 4,947,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,947,500 4,947,500

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 576,300 576,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 576,300 576,300

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 3,158 3,222

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 237 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △173 △171

当期変動額合計 64 △171

当期末残高 3,222 3,051

別途積立金   

当期首残高 27,300,000 27,300,000

当期変動額   

別途積立金の積立 － 1,300,000

当期変動額合計 － 1,300,000

当期末残高 27,300,000 28,600,000
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 186,822 1,476,045

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 △237 －

固定資産圧縮積立金の取崩 173 171

別途積立金の積立 － △1,300,000

剰余金の配当 △138,516 △132,734

当期純利益 1,427,804 1,107,371

当期変動額合計 1,289,223 △325,191

当期末残高 1,476,045 1,150,854

利益剰余金合計   

当期首残高 28,066,281 29,355,568

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － －

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 △138,516 △132,734

当期純利益 1,427,804 1,107,371

当期変動額合計 1,289,287 974,637

当期末残高 29,355,568 30,330,205

自己株式   

当期首残高 △102,334 △415,388

当期変動額   

自己株式の取得 △313,054 △216

当期変動額合計 △313,054 △216

当期末残高 △415,388 △415,605

株主資本合計   

当期首残高 36,798,946 37,775,179

当期変動額   

剰余金の配当 △138,516 △132,734

当期純利益 1,427,804 1,107,371

自己株式の取得 △313,054 △216

当期変動額合計 976,233 974,420

当期末残高 37,775,179 38,749,599
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 27,577 15,363

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,214 65,008

当期変動額合計 △12,214 65,008

当期末残高 15,363 80,371

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 1,916

当期変動額合計 － 1,916

当期末残高 － 1,916

評価・換算差額等合計   

当期首残高 27,577 15,363

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,214 66,925

当期変動額合計 △12,214 66,925

当期末残高 15,363 82,288

純資産合計   

当期首残高 36,826,524 37,790,542

当期変動額   

剰余金の配当 △138,516 △132,734

当期純利益 1,427,804 1,107,371

自己株式の取得 △313,054 △216

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,214 66,925

当期変動額合計 964,018 1,041,345

当期末残高 37,790,542 38,831,888
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 2,731,989 1,892,717

減価償却費 842,235 749,150

賞与引当金の増減額（△は減少） △398 126

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,010 10,029

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,891 △18,934

受取利息及び受取配当金 △36,015 △30,343

支払利息 5,994 －

為替差損益（△は益） 536 1,739

有形固定資産除却損 54,394 565,672

有形固定資産売却損益（△は益） △17,497 36,587

売上債権の増減額（△は増加） 10,999 223,187

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,925 △116,662

仕入債務の増減額（△は減少） △99,465 6,050

長期預り敷金の増減額（△は減少） 173,169 830,763

その他 △55,318 △18,395

小計 3,620,648 4,131,687

利息及び配当金の受取額 36,050 30,359

利息の支払額 △5,595 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 290,284 △1,636,956

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,941,387 2,525,090

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 △1,800,794 △1,952,963

定期預金の払戻による収入 1,657,216 1,831,794

有形固定資産の取得による支出 △3,132,841 △1,749,497

無形固定資産の取得による支出 － △2,850

有形固定資産の売却による収入 19,696 99,151

貸付けによる支出 △40,800 △454,831

貸付金の回収による収入 1,423,412 333,458

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,874,110 △1,895,737

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △473,000 －

自己株式の取得による支出 △313,054 △216

配当金の支払額 △138,622 △132,381

財務活動によるキャッシュ・フロー △924,676 △132,598

現金及び現金同等物に係る換算差額 △536 △1,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,142,063 495,015

現金及び現金同等物の期首残高 157,532 1,299,596

現金及び現金同等物の期末残高 1,299,596 1,794,612
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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。

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4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。
これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

(損益計算書関係）
前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、「販売費及び
一般管理費」の総額の100分の5を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方
法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に表示していた
38,638千円は、「支払手数料」として組み替えております。

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。

前事業年度
　（自平成23年4月　1日

14,706 16,839

当事業年度
　（自平成24年4月　1日
　　至平成25年3月31日）

19,100

633,313

   (表示方法の変更）

   (会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）

   (継続企業の前提に関する注記）

（単位：千円）

 

616,474

19,100

　　至平成24年3月31日）

   (持分法損益等）
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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23年4月1日　　至　平成24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  

固定資産及び長期前払 －

費用の増加額

（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。

2,448,371

（単位：千円）

利益 金額

2,644,409

7,952

△ 203,990

（単位：千円）

売上高 金額

9,552,665

306,892

9,859,557

49,310 785,495 834,805 834,505

44,595 3,050,427 3,095,023 3,095,023

セグメント負債 747,313 2,007,258 2,754,572 6,027 2,760,599

セグメント資産 3,982,879 34,143,031 38,125,910 99,525 38,225,435

9,859,557

セグメント利益 136,379 2,508,029 2,644,409 7,952 2,652,362

5,673,017 3,879,647 9,552,665 306,892 9,859,557

計 5,673,017 3,879,647 9,552,665 306,892

（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及び長期前払費用の増加額（注）

（注）　有形固定資産及び無形固定資産及び長期前払費用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

38,125,910

99,525

3,893,361

42,118,797

（単位：千円）

負債 金額

2,754,572

6,027

1,567,654

4,328,254

（単位：千円）

その他の項目 報告セグメント計 調整額 財務諸表計上額

834,805 7,430 842,235

3,095,023 113 3,095,136
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　当事業年度　（自　平成24年4月1日　　至　平成25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。

その他
合計

計

8,937,586 206,702 9,144,288

セグメント利益

セグメント資産

セグメント負債

5,296,459 3,641,126

251,996 2,376,037

756,807 2,899,556

（単位：千円）

5,296,459 3,641,126 8,937,586 206,702 9,144,288

家具商品部門 不動産賃貸部門 　計

報告セグメント

2,628,034 6,263 2,634,297

3,861,451 34,598,167 38,459,619 91,125 38,550,744

3,656,364 4,516 3,660,881

39,544 702,558 742,102 742,102

利益 金額

2,628,034

11,015 1,549,713 1,560,729 1,560,729

売上高 金額

（単位：千円）

△ 221,499

2,412,797

6,263

8,937,586

206,702

9,144,288

（単位：千円）
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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）

（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

749,150

1,563,289

報告セグメント計 調整額 財務諸表計上額

7,047

2,560

742,102

1,560,729

3,656,364

4,516

577,962

4,238,843

91,125

（単位：千円）

負債 金額

（単位：千円）

（単位：千円）

資産 金額

38,459,619

4,519,988

43,070,732
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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 同左

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。

62.57

　

78.57

　　（自平成23年4月　1日 

2,135.30

24年3月31日

　

前事業年度

（単位：千円）

当事業年度

　　（自平成24年4月　1日 

1,427,804

　　　至平成24年3月31日）

1,107,371損益計算書上の当期純利益

　　　至平成25年3月31日）

普通株式の期中平均株式数（株） 18,172,044 17,697,806

1,107,3711,427,804普通株式に係る当期純利益

2,194.20

25 年 3 月 31 日

24 年 4 月 1 日23 年 4 月 1 日
当事業年度前事業年度
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