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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

24年12月期第3四半期 15,322 1.0 289 81.9 226 71.3 111 30.7
23年12月期第3四半期 15,167 2.6 159 157.4 131 765.0 85 598.9

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 122百万円 （20.9％） 23年12月期第3四半期 101百万円 （―％）

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3四半期 2,291.22 ―
23年12月期第3四半期 1,713.91 ―

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

24年12月期第3四半期 6,392 1,627 25.5 33,301.10
23年12月期 7,867 1,554 19.8 31,798.29
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  1,627百万円 23年12月期  1,554百万円

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 ― 500.00 ― 500.00 1,000.00
24年12月期 ― 500.00 ―
24年12月期（予想） 500.00 1,000.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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  ：  有  
連結業績予想の修正につきましては、本日（平成24年11月12日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 20,500 △3.2 350 227.0 280 302.2 135 297.5 2,762.15



(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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。業績予想につきましては、【添付資料】Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績
予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  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3Q 57,319 株 23年12月期 57,319 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 8,444 株 23年12月期 8,444 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 48,875 株 23年12月期3Q 49,981 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要に支えられ緩やかに回復しつつ

ありますが、欧州債務危機の再燃や新興国経済の減速及び長期化している円高等を背景として、景気の回復は足踏

み状態となりました。 

当社グループを取り巻く経営環境は、企業や一般消費者側の節約志向が定着したことにより、消耗品需要が低調

に推移しており、依然厳しい状況にあります。 

このような状況のもと、当社グループは、新規顧客の開拓を積極的に推し進めるとともに、輸入商品の取り扱い

を強化して利益拡大を図ってまいりました。また、物流・業務コストの削減に積極的に取り組み、収益力の向上に

努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は15,322百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益は289百

万円（前年同期比81.9％増）、経常利益は226百万円（前年同期比71.3％増）、四半期純利益は111百万円（前年同

期比30.7％増）となりました。  

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

（マーキングサプライ事業） 

マーキングサプライ事業は、消耗品需要が低調に推移する中、主力商品であるトナーカートリッジを中心に販売

促進強化に努めた結果、売上が微増いたしました。商品区分別の売上高では、トナーカートリッジ7,636百万円、イ

ンクジェットカートリッジ2,690百万円、ＭＲＯ469百万円、その他売上574百万円となりました。 

以上の結果、当事業における売上高は11,370百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は358百万円（前年同期比

12.4％増）となりました。 

（環境関連事業） 

環境関連事業は、計画停電による節電意識の高まりや政府の販売促進制度の導入による太陽光発電システムの販

売が一服したこと等により、売上が減少いたしました。 

以上の結果、当事業における売上高は1,642百万円（前年同期比24.0％減）、営業損失は37百万円（前年同期は営

業利益19百万円）となりました。 

（ファシリティ関連事業） 

ファシリティ関連事業は、大口案件受注により売上が増加いたしました。 

以上の結果、当事業における売上高は597百万円（前年同期比47.7％増）、営業利益は66百万円（前年同期比61百

万円増）となりました。 

（ファニチャー事業） 

 ファニチャー事業は、輸入家具の販売が好調に推移したことにより、売上が大幅に増加いたしました。 

以上の結果、当事業における売上高は788百万円（前年同期比123.9％増）、営業利益は108百万円（前年同期比

650.6％増）となりました。 

（その他の事業） 

その他の事業は、工業用消耗部品やラベリング用品の販売が堅調に推移いたしました。 

以上の結果、当事業における売上高は952百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益は18百万円（前年同期比

171.0％増）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  資産、負債及び純資産に関する分析  

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、売上債権や商品在庫が減少したこと等により、前連結会計

年度末に比べ1,475百万円減少し、6,392百万円となりました。  

当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、仕入債務の減少や借入金返済等により、前連結会計年度末

に比べ1,548百万円減少し、4,764百万円となりました。 

また、純資産につきましては、利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ73百万円増加し、

1,627百万円となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  近の業績動向を踏まえ、平成24年８月９日に公表しました連結業績予想数値を修正しておりますので、本日

（平成24年11月12日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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、第２四半期連結会計期間より、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、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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益に与える影響は軽微であります。  

  

（４）追加情報 

   会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結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（注記事項）に関する事項
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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23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,057,275 2,072,256

受取手形及び売掛金 3,733,534 2,616,707

商品 1,279,981 1,104,355

その他 439,016 306,232

貸倒引当金 △7,390 △8,620

流動資産合計 7,502,418 6,090,931

固定資産   

有形固定資産 11,592 19,023

無形固定資産 11,577 9,792

投資その他の資産   

投資有価証券 6,579 52,962

その他 355,697 286,731

貸倒引当金 △20,490 △67,157

投資その他の資産合計 341,785 272,536

固定資産合計 364,955 301,351

資産合計 7,867,373 6,392,283

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,858,189 1,710,099

短期借入金 1,600,000 2,560,000

1年内返済予定の長期借入金 1,296,700 155,500

未払法人税等 17,606 5,126

賞与引当金 2,584 17,672

倉庫移転費用引当金 22,475 －

その他 217,495 140,235

流動負債合計 6,015,052 4,588,634

固定負債   

長期借入金 245,000 119,600

退職給付引当金 40,779 40,589

その他 12,400 15,868

固定負債合計 298,179 176,057

負債合計 6,313,232 4,764,692
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 628,733 628,733

資本剰余金 366,833 366,833

利益剰余金 1,062,818 1,125,926

自己株式 △475,010 △475,010

株主資本合計 1,583,374 1,646,482

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,578 △1,692

繰延ヘッジ損益 △19,823 △9,726

為替換算調整勘定 △6,831 △7,472

その他の包括利益累計額合計 △29,233 △18,891

純資産合計 1,554,141 1,627,591

負債純資産合計 7,867,373 6,392,283
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（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 15,167,174 15,322,090

売上原価 13,833,869 13,878,132

売上総利益 1,333,304 1,443,957

販売費及び一般管理費 1,173,980 1,154,122

営業利益 159,323 289,835

営業外収益   

受取利息 2,109 2,628

受取配当金 139 1,966

仕入割引 2,729 2,684

為替差益 1,006 －

その他 4,303 2,799

営業外収益合計 10,288 10,078

営業外費用   

支払利息 35,571 25,097

貸倒引当金繰入額 － 39,320

その他 2,041 9,392

営業外費用合計 37,613 73,810

経常利益 131,998 226,103

特別利益   

貸倒引当金戻入額 18,800 －

特別利益合計 18,800 －

特別損失   

固定資産除却損 － 432

投資有価証券評価損 403 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,770 －

災害による損失 5,680 －

倉庫移転費用 2,264 －

過年度決算訂正関連費用 － 49,717

特別損失合計 11,118 50,149

税金等調整前四半期純利益 139,681 175,954

法人税、住民税及び事業税 14,008 4,546

法人税等調整額 40,008 59,424

法人税等合計 54,017 63,971

少数株主損益調整前四半期純利益 85,663 111,983

四半期純利益 85,663 111,983
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 85,663 111,983

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △166 885

繰延ヘッジ損益 17,807 10,096

為替換算調整勘定 △1,636 △640

持分法適用会社に対する持分相当額 △507 －

その他の包括利益合計 15,496 10,341

四半期包括利益 101,160 122,324

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 101,160 122,324
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

  （セグメント情報） 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年９月30日） 

１．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  

（単位：千円）

（注）１．「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り、ラベリング用品の販売等

を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△205,591千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△211,570

千円が含まれております。その主なものは報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等にかかる

費用であります。 

３．セグメント利益は、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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年１月１日 至平成24年９月30日） 

１．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  

（単位：千円）

（注）１．「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り、ラベリング用品の販売等

を含んでおります。 

（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

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

  

マーキング

サプライ 
事業 

環境関連

事業 

ファシリ

ティ関連 
事業 

ファニチ

ャー事業 
計

売上高            

外部顧客への 

売上高 
 11,311,574  2,162,495  404,324  352,305  14,230,699  936,474  15,167,174  －  15,167,174

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 15,771  －  －  －  15,771  4,663  20,435  △20,435  －

計  11,327,346  2,162,495  404,324  352,305  14,246,471  941,137  15,187,609  △20,435  15,167,174

セグメント利益  319,412  19,186  4,893  14,513  358,005  6,909  364,915  △205,591  159,323

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

  

マーキング

サプライ 
事業 

環境関連

事業 

ファシリ

ティ関連 
事業 

ファニチ

ャー事業 
計

売上高            

外部顧客への 

売上高 
 11,353,242  1,642,995  594,198  788,859  14,379,296  942,794  15,322,090  －  15,322,090

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 17,518  －  3,083  －  20,602  9,623  30,225  △30,225  －

計  11,370,761  1,642,995  597,281  788,859  14,399,898  952,418  15,352,316  △30,225  15,322,090

セグメント利益 

又は損失（△） 
 358,871  △37,222  66,831  108,930  497,411  18,726  516,137  △226,301  289,835
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２．セグメント利益又は損失の調整額△226,301千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△226,275千円が含まれております。その主なものは報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等

にかかる費用であります。 

      ３．セグメント利益は、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。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項  

   第１四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた「ファシリティ関連事業」及び「ファニチャ

ー事業」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 

     なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第３四半期連結累計期間の報告セグメントの

区分に基づき作成したものを開示しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。    
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