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1.  平成24年12月期第1四半期の業績（平成24年1月1日～平成24年3月31日） 

(注) 平成23年12月期第１四半期は四半期連結財務諸表を作成していたため、前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。 

(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 ％

24年12月期第1四半期 1,250 ― 24 ― 26 ― 24 ―
23年12月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

24年12月期第1四半期 65.13 ―
23年12月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 4,413 2,553 57.9
23年12月期 4,366 2,566 58.8
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  2,553百万円 23年12月期  2,566百万円

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

23年12月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 150.00 150.00

3.  平成24年12月期の業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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  
※ 第２四半期(累計)の対前年同四半期増減率につきましては、前第３四半期会計期間より非連結となったことから、記載を省略しております。 

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) 2,800 ― 130 ― 110 ― 80 ― 210.84
通期 5,700 7.4 250 25.1 210 △11.5 150 △71.1 395.33



(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） 

4.  その他

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） 24年12月期1Q 409,110 株 23年12月期 409,110 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 29,677 株 23年12月期 29,677 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 379,433 株 23年12月期1Q 396,905 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を実施しております。 

※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、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P3「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・連結子会社でありました株式会社ＣＩＸＭを平成23年７月１日に吸収合併したことにより連結子会社が存在しなくなったため、前第３四半期累計期間から非連結
の開示となっております。 



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………… 3 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 ………………………………………………… 4 

３．四半期財務諸表 ………………………………………………………………………… 5 

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………… 5 

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………… 7 

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 8 

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………… 8 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 8 

（６）重要な後発事象 ……………………………………………………………………… 8 

  

○添付資料の目次

-1-

㈱カッシーナ・イクスシー(2777)　平成24年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)



当第１四半期累計期間の経済情勢は、昨年発生した東日本大震災からの復興に伴う内需の持ち直し

や、サプライチェーンの再構築によって企業活動が回復するなど、一部の経済指標に明るい兆しがみら

れるようになりました。一方で、企業が予想していた水準を超える円高の定着により輸出産業の国際競

争力が低下し、また欧州各国の財政懸念を端緒とした金融不安により世界的に信用収縮の動きが継続す

るなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社が属する家具インテリア業界におきましても、昨年後半より少しずつ高額商品を中心に動きがで

てきたものの、依然として法人需要、個人消費ともに手探りの状況が継続しております。 

このような状況のなか、当社は企業理念「洗練された、夢のある生活空間へ」を実現するため、

「人」「商品」「サービス」すべての面で見直しを行い、生産性及び収益力の向上を目指して取り組ん

でまいりました。 

しかしながら、法人営業部門や直営店舗において大型案件の受注が少なかったことにより、売上高は

当社で見込んでおりました金額を下回る結果となりました。その一方、カッシーナブランドの販売比率

向上、自社工場の稼働率向上などの施策が功を奏し、粗利率が改善いたしました。また、販売費及び一

般管理費については、主に人件費、試作研究費に重点的に配分し、今後の「人」「商品」「サービス」

のレベルアップを図りました。以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高1,250百万円、営

業利益24百万円、経常利益26百万円、四半期純利益24百万円となりました。 

なお、連結子会社でありました株式会社ＣＩＸＭを平成23年７月１日付で吸収合併したことにより連

結子会社が存在しなくなったため、当第１四半期累計期間は非連結での開示となっております。このた

め、前年同四半期との比較は行っておりません。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて129百万円減少し、3,019百万円となりました。主な変動要因は、

現預金が256百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が56百万円、商品及び製品が61百万円、それ

ぞれ増加したことによるものです。固定資産は、前事業年度末に比べて176百万円増加し、1,393百万円

となりました。主な変動要因は、差入保証金が197百万円増加したことによるものです。 

この結果、総資産は前事業年度末に比べて47百万円増加し、4,413百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて74百万円増加し、1,344百万円となりました。主な変動要因は、

短期借入金が290百万円増加した一方で、１年内償還予定の社債が200百万円、未払法人税等が25百万円

それぞれ減少したことによるものです。固定負債は、前事業年度末に比べて14百万円減少し、515百万

円となりました。 

この結果、負債は前事業年度末に比べて60百万円増加し、1,860百万円となりました。 

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

（２）財政状態に関する定性的情報
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（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べて13百万円減少し、2,553百万円となりました。主な変動要因は、四

半期純利益を24百万円計上した一方で、未払配当金の計上により37百万円減少したことによるもので

す。 

  

平成24年12月期の業績予想につきましては、平成24年２月15日発表の「平成23年12月期 決算短信

［日本基準］（非連結）」から変更はありません。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報
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追加情報 

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を

適用しております。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項
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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23年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,297,563 1,040,759

受取手形及び売掛金（純額） 679,142 735,152

商品及び製品 963,503 1,024,709

仕掛品 10,546 8,500

原材料及び貯蔵品 119,584 126,350

その他 80,062 85,347

貸倒引当金 △1,200 △1,200

流動資産合計 3,149,202 3,019,619

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 457,635 448,751

その他 323,442 321,861

有形固定資産合計 781,077 770,612

無形固定資産 61,658 53,537

投資その他の資産

差入保証金 347,943 545,587

その他 32,321 30,120

貸倒引当金 △5,860 △5,860

投資その他の資産合計 374,405 569,847

固定資産合計 1,217,141 1,393,997

資産合計 4,366,343 4,413,617

負債の部

流動負債

買掛金 437,214 428,639

短期借入金 60,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 57,960 57,960

1年内償還予定の社債 200,000 －

未払法人税等 30,238 4,800

賞与引当金 － 50,000

資産除去債務 11,500 11,500

その他 472,779 441,637

流動負債合計 1,269,692 1,344,537

固定負債

長期借入金 446,160 431,670

退職給付引当金 33,011 33,161

その他 50,661 50,661

固定負債合計 529,832 515,492

負債合計 1,799,525 1,860,030
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 400,294 400,294

資本剰余金 440,930 440,930

利益剰余金 1,835,099 1,821,868

自己株式 △109,505 △109,505

株主資本合計 2,566,818 2,553,586

純資産合計 2,566,818 2,553,586

負債純資産合計 4,366,343 4,413,617
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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)

当第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)

売上高 1,250,491

売上原価 592,750

売上総利益 657,740

販売費及び一般管理費

給料及び手当 169,805

賞与引当金繰入額 42,188

退職給付費用 11,576

地代家賃 155,272

その他 253,911

販売費及び一般管理費合計 632,753

営業利益 24,986

営業外収益

受取利息 60

デリバティブ評価益 4,501

その他 1,009

営業外収益合計 5,570

営業外費用

支払利息 2,997

その他 633

営業外費用合計 3,631

経常利益 26,926

税引前四半期純利益 26,926

法人税、住民税及び事業税 2,214

四半期純利益 24,711
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該当事項はありません。 

  

  

当社は家具インテリア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

  

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）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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