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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年８月期第１四半期の連結業績（平成22年９月１日～平成22年11月30日） 
(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 ％ 

23年８月期第１四半期 1,860 － 74 － 41 － 39 － 
22年８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 

23年８月期第１四半期 27.13 26.99 
22年８月期第１四半期 － － 
 
(2) 連結財政状態 

 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 

23年８月期第１四半期 3,550 1,612 45.4 1,030.00 
22年８月期 3,132 1,244 39.7 960.21 

（参考）自己資本  23年８月期第１四半期 1,612百万円 22年８月期 1,244百万円 

 
２．配当の状況 

 
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 

22年８月期 － 0.00 － 16.00 16.00 
23年８月期 －     
23年８月期(予想)  0.00 － 20.00 20.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年８月期の連結業績予想（平成22年９月１日～平成23年８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） 

 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) 

3,909 － 178 － 127 － 79 － 52.48 

通     期 8,050 7.6 559 42.8 529 71.8 315 67.5 205.42 
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。） 
 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規   社  （社名） 、除外   社  （社名） 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会

計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年８月期１Ｑ 1,565,800株 22年８月期 1,295,800株 
② 期末自己株式数 23年８月期１Ｑ 69株 22年８月期 －株 
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年８月期１Ｑ 1,447,117株 22年８月期１Ｑ －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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 
 

（※ 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、四半期決算短信（添付資料）
４ページ｢連結業績予想に関する定性的情報｣をご覧ください。 
 当社は、平成22年８月期第１四半期連結会計期間において四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、前
年同四半期との対比は記載しておりません。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(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、企業の設備投資の低迷が依然続き、個人消

費の落ち込みなどによる景気停滞懸念、完全失業率の高止まり、円高の影響を受けた企業収益の

停滞懸念など不安要因はあるものの、アジアを中心とする旺盛な外需、経済政策の効果、企業業

績の一部に持ち直しの兆しが見えるなど明るい材料もあり、強弱が混在しており景気の先行きが

不透明な状況にあります。 

当社グループが展開する雑貨事業につきましては、世界的な景気後退の影響による市場全体の

減速感は続いており、総じて市場環境は非常に厳しいものとなっておりますが、環境保護に配慮

した消費活動が人々の間に次第に浸透してきており、生活スタイルや、リサイクル素材を使用し

た製品への関心が高まり、消費の低迷が続く中においてもデザイン性と機能性を兼ね備えた雑貨

などは好調な販売をあげているものもあります。 

このような環境の下、当社グループにおきましては、地球環境に配慮した「エコ雑貨製品」の

企画・開発に注力し、マイバッグ・マイカップ・マイ箸などのエコ活動を取り組みやすい「エコ

雑貨製品」に人気が集まりました。この傾向は今後も継続し多分野にわたり拡がっていくものと

思われます。また、景気の先行き不透明感やデフレ経済の進展による節約志向からも「エコ雑貨

製品」の需要は更に高まるものと思われます。 

一方、「一般雑貨製品」における企業への営業活動につきましても、引き続きデザイン性、機

能性の高い製品を積極的に展開し、幅広い業界に顧客層が分布する強みを活かし、業績の良好な

企業を中心に営業アプローチを行った結果、大型の案件を獲得することに成功いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は18億60百万円、営業利益は74百万円、

経常利益は41百万円、四半期純利益は39百万円となりました。 

当社グループの主な販売経路別及び製品分類別の販売実績といたしましては以下のとおりであ

ります。 

 

＜販売経路別業績＞ 

① エンドユーザーへの直接販売 

企業業績は一部で回復の兆しが出てきており、業績の好調な企業や販売に直結しやすい販

売促進活動を積極的に行う企業をはじめ、幅広い業界に顧客層が分布する強みを活かし、偏

りのない広範囲にわたる業界に対し、顧客ニーズに沿った提案型の営業を行った結果、当第

１四半期連結会計期間の売上高は９億47百万円となりました。 

 

② 卸売業者への販売 

厳しい事業環境下、地球環境保護に配慮した消費活動が叫ばれる環境をいち早く捉え、環

境配慮型雑貨製品の企画・開発に注力しアイテム数の増加に努めた上での営業活動を行った

結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は８億76百万円となりました。 

 

③ その他 

設計・デザイン業務の受託等の受注にも積極的に取り組んだ結果、当第１四半期連結会計

期間の売上高は35百万円となりました。 

 

＜製品分類（一般雑貨製品・エコ雑貨製品・ヘルスケア雑貨製品・その他）別業績＞ 

① 一般雑貨製品 

厳しい事業環境下ではありましたが、既存顧客との関係維持に努め、業績の好調な企業や

新たな販売促進手法を志向する企業に対し、顧客ニーズをいち早く捉えることを主眼とした

営業活動を行い、大型リピート案件の獲得に成功いたしました。更に新規顧客の開拓も積極

的に行った結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は11億１百万円となりました。 
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② エコ雑貨製品 

環境保護に配慮した消費活動が叫ばれる環境下、偏りのない広範囲にわたる業界に対し環

境に配慮した製品の提案型営業活動の推進と、デザイン性、機能性の高い環境配慮型雑貨製

品の開発に努め、２つの新製品においてグッドデザイン賞を受賞いたしました。これら新製

品の積極的な営業活動を行った結果、当第１半期連結会計期間の売上高は７億１百万円とな

りました。 

 

③ ヘルスケア雑貨製品 

除菌シートや冷却シートなどのセット販売を行った結果、当第１四半期連結会計期間の売

上高は21百万円となりました。 

 

④ その他 

設計・デザイン業務の受託等の受注にも積極的に取り組んだ結果、当第１四半期連結会計

期間の売上高は35百万円となりました。 

 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ４億42百万円増加

し、30億51百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加２億58百万円、製品の増加80

百万円、受取手形及び売掛金の増加49百万円によるものであります。 

（固定資産） 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、

４億99百万円となりました。主な要因は、長期前払費用（その他に集約）の減少41百万円による

ものであります。 

（流動負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ33百万円増加し、

14億41百万円となりました。主な要因は、買掛金の増加71百万円、賞与引当金の増加64百万円、

短期借入金の減少１億25百万円によるものであります。 

（固定負債） 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ17百万円増加し、

４億96百万円となりました。主な要因は、資産除去債務の増加29百万円、社債の減少20百万円に

よるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ３億68百万円増加

し、16億12百万円となりました。主な要因は、株式上場にあたり、募集新株式を発行し、資本金

及び資本準備金がそれぞれ１億74百万円増加したことによるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、５億32百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、当第１四半期連結会計期間に得られた資金は９百万円となりました。主な要

因は、税金等調整前四半期純利益89百万円、賞与引当金の増加額64百万円による資金の増加、

棚卸資産の増加68百万円による資金の減少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） 

投資活動の結果、当第１四半期連結会計期間に得られた資金は75百万円となりました。主な要

33



 

 

因は、保険解約による収入１億円、敷金及び保証金の差入による支出15百万円によるものであり

ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、当第１四半期連結会計期間に得られた資金は１億73百万円となりました。主

な要因は、株式の発行による収入３億39百万円、短期借入金の減少額１億25百万円によるもので

あります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年８月期通期連結業績予想に関する事項につきましては、平成22年10月12日に公表いた

しました数値から変更はありません。なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在にお

いて入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想

数値と異なる可能性があります。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日) 

１ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る

減価償却費の額を期間按分する方法によっております。 

２ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負

債の算定方法 

 

 

 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年

度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著し

い変化がないと認められるので、前連結会計年度において使

用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する

方法によっております。 

３ 未実現損益の消去 

 

 

 

 

 

 

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及 

び当該取引に係る損益率を合理的に見積もって計算しており 

ます。 

前連結会計年度、または、直前の四半期連結会計期間から取 

引状況に大きな変化がないと認められる場合には、前連結会 

計年度または、直前の四半期連結会計期間で使用した損益率 

を使用して算定しております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 
当第１四半期連結会計期間 

(自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日) 

１.会計処理基準に
関する事項の変更 

(1)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第
18号平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 
 これにより、営業利益、経常利益は908千円減少し、税金等調整前四半期純利益は13,124
千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による短期資産除去債務の変動額
は2,842千円で、長期資産除去債務の変動額は29,726千円であります。 

   

 

44



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)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 563,107 304,961 

受取手形及び売掛金 977,022 927,281 

製品 987,566 906,870 

その他 527,173 473,860 

貸倒引当金 △3,686 △4,441 

流動資産合計 3,051,183 2,608,532 

固定資産   

有形固定資産 113,830 93,465 

無形固定資産 57,290 54,397 

投資その他の資産   

その他 329,346 384,173 

貸倒引当金 △943 △8,449 

投資その他の資産合計 328,403 375,724 

固定資産合計 499,523 523,586 

資産合計 3,550,706 3,132,118 

負債の部   

流動負債   

買掛金 554,222 482,793 

短期借入金 75,000 200,000 

1年内償還予定の社債 280,000 280,000 

未払法人税等 70,840 37,504 

賞与引当金 109,845 45,115 

資産除去債務 2,842 － 

その他 348,626 362,859 

流動負債合計 1,441,377 1,408,272 

固定負債   

社債 240,000 260,000 

退職給付引当金 122,782 115,938 

資産除去債務 29,726 － 

その他 104,120 103,672 

固定負債合計 496,628 479,610 

負債合計 1,938,006 1,887,883 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 291,951 117,126 

資本剰余金 518,163 343,338 

利益剰余金 820,109 801,575 

自己株式 △58 － 

株主資本合計 1,630,165 1,262,039 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △17,464 △17,803 

評価・換算差額等合計 △17,464 △17,803 

純資産合計 1,612,700 1,244,235 

負債純資産合計 3,550,706 3,132,118 
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(2) 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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成22年11月30日) 

売上高 1,860,107 

売上原価 1,187,591 

売上総利益 672,516 

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 228,404 

賞与引当金繰入額 55,580 

退職給付費用 6,667 

その他 307,043 

販売費及び一般管理費合計 597,696 

営業利益 74,820 

営業外収益  

受取利息 6 

デリバティブ評価益 38,536 

その他 1,697 

営業外収益合計 40,240 

営業外費用  

支払利息 1,183 

為替差損 47,913 

上場関連費用 23,693 

その他 1,196 

営業外費用合計 73,987 

経常利益 41,072 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,222 

保険解約返戻金 59,300 

特別利益合計 60,522 

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,216 

特別損失合計 12,216 

税金等調整前四半期純利益 89,379 

法人税、住民税及び事業税 67,988 

法人税等調整額 △17,876 

法人税等合計 50,111 

少数株主損益調整前四半期純利益 39,267 

四半期純利益 39,267 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成22年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 89,379 

減価償却費 11,640 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,261 

賞与引当金の増減額（△は減少） 64,730 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,844 

デリバティブ評価損益（△は益） △38,536 

受取利息及び受取配当金 △6 

支払利息 1,183 

保険解約返戻金 △59,300 

売上債権の増減額（△は増加） △42,234 

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,136 

仕入債務の増減額（△は減少） 71,255 

上場関連費用 23,693 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,216 

その他 △19,983 

小計 44,483 

利息及び配当金の受取額 2 

利息の支払額 △1,304 

法人税等の還付額 68 

法人税等の支払額 △33,390 

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,859 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △7,506 

無形固定資産の取得による支出 △6,934 

敷金及び保証金の差入による支出 △15,400 

敷金及び保証金の回収による収入 4,857 

保険積立金の解約による収入 100,920 

投資活動によるキャッシュ・フロー 75,936 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） △125,000 

社債の償還による支出 △20,000 

株式の発行による収入 339,755 

配当金の支払額 △20,732 

自己株式の取得による支出 △58 

財務活動によるキャッシュ・フロー 173,964 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,613 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 258,146 

現金及び現金同等物の期首残高 274,735 

現金及び現金同等物の四半期末残高 532,881 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第1

7号  平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。 

 

 当社及び連結子会社の事業は、雑貨事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であり、その事業が単

一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成22年10月12日付の大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）への株式上場にあた

り、募集新株式を発行し、平成22年10月11日に払い込みが完了いたしました。この結果、資本金及び

資本準備金がそれぞれ174,825千円増加し、当第１四半期連結会計期間末における資本金が291,951千

円、資本剰余金が518,163千円（うち、資本準備金が202,163千円）となっております。 
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