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1. 平成26年8月期第3四半期の連結業績（平成25年9月1日～平成26年5月31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 ％

26年8月期第3四半期 7,695 8.4 550 9.9 535 △16.2 332 △13.9
25年8月期第3四半期 7,095 2.9 501 22.5 638 57.8 385 72.6

（注）包括利益 26年8月期第3四半期 341百万円 （△26.6％） 25年8月期第3四半期 465百万円 （96.0％）

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

26年8月期第3四半期 51.93 51.38
25年8月期第3四半期 61.06 59.94

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年8月期第3四半期 5,250 2,887 55.0
25年8月期 4,923 2,599 52.8
（参考）自己資本 26年8月期第3四半期 2,887百万円 25年8月期 2,599百万円

2. 配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
２．平成26年８月期期末配当金の内訳 普通配当 11円00銭 上場市場変更記念配当 2円00銭

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

25年8月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年8月期 ― 0.00 ―
26年8月期（予想） 13.00 13.00

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26年 8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 ： 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

通期 10,145 7.4 705 19.1 696 △3.9 430 △2.0 67.12



(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きの対象外であり、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きが実施中であります。

※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、四半期
決算短信（添付資料）４ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 ： 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） 26年8月期3Q 6,435,600 株 25年8月期 6,382,000 株
② 期末自己株式数 26年8月期3Q 556 株 25年8月期 556 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期3Q 6,400,931 株 25年8月期3Q 6,321,570 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、デフレ経済からの脱却を目指す政府の経済政

策や日本銀行の金融緩和策の効果もあり、明るい兆しが散見される状況にあります。本年４月に実

施された消費増税の影響は、業種や業態により濃淡はあるものの、総じて吸収されており、本格的

な景気回復に向けて、設備投資や個人消費の堅調な推移が期待される状況にあります。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、強みである情勢に応じて柔軟に生産委託

地を移動・選択する移動型ファブレスを推進し、更なる原価低減に努めました。また、生産ライン

に踏み込んでモノづくりを行うことで、品質を管理し、高品質で大規模な受注にも対応できる生産

体制の強化を図ってまいりました。 

販売面では、エンターテインメント、出版やアパレルなどの主力顧客への営業活動を深耕すると

ともに、オリジナル製品カタログの配布を積極的に推し進め、エコバックやボトル・タンブラー、

ステーショナリーといった主力製品の販売に努めました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は76億95百万円（前年同期比５億99百万円、

8.4％の増加）営業利益は５億50百万円（前年同期比49百万円、9.9％の増加）となりましたが、経

常利益は５億35百万円（前年同期比１億３百万円、16.2％の減少）、四半期純利益は３億32百万円

（前年同期比53百万円、13.9％の減少）となりました。経常利益および四半期純利益が前年同期比

減少しているのは、前年同期に発生した一過性の営業外収益である匿名組合投資利益１億20百万円

が剥落したことを主因とするものであります。 

 

なお、当第３四半期連結累計期間における販売経路別及び製品分類別の販売実績は、以下のとお

りであります。 

 

＜販売経路別販売実績＞ 

販売経路 

売上高 増減 

前第３四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

増減額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

エンドユーザーへの直接販売 3,505 3,919 414 11.8 

卸売業者への販売 3,494 3,655 160 4.6 

その他 96 120 24 25.5 

合計 7,095 7,695 599 8.4 

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他は、設計・デザインの受託業務、印刷業務等、雑貨製品の販売に該当しないものになります。 
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＜製品分類別販売実績＞ 

製品分類 

売上高 増減 

前第３四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

増減額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

一般雑貨製品 4,380 3,713 △667 △15.2 

エコ雑貨製品 2,402 3,273 871 36.3 

ヘルスケア＆ビューティ雑貨製品 217 587 370 170.3 

その他 96 120 24 25.5 

合計 7,095 7,695 599 8.4 

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他は、設計・デザインの受託業務、印刷業務等、雑貨製品の販売に該当しないものになります。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当第３四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２億93百万円増加

し、47億22百万円となりました。主な要因は、製品の増加１億94百万円、受取手形及び売掛金

の増加１億39百万円、現金及び預金の減少77百万円によるものであります。 

 

（固定資産） 

当第３四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33百万円増加し、

５億27百万円となりました。主な要因は、投資その他資産の増加34百万円によるものでありま

す。 

 

（流動負債） 

当第３四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１億29百万円増加

し、16億89百万円となりました。主な要因は、１年内償還予定の社債の増加80百万円、買掛金

の増加61百万円、賞与引当金の増加59百万円、未払法人税等の減少１億１百万円によるもので

あります。  

 

（固定負債） 

当第３四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90百万円減少し、

６億74百万円となりました。主な要因は、社債の減少１億円によるものであります。 

 

（純資産） 

当第３四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２億87百万円増加

し、28億87百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加２億68百万円によるものであ

ります。 
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(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26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25年10月11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．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(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 

該当事項はありません。 
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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25年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,276,089 1,198,176

受取手形及び売掛金 1,427,597 1,566,878

製品 1,423,342 1,618,081

その他 311,429 345,427

貸倒引当金 △8,977 △6,055

流動資産合計 4,429,481 4,722,508

固定資産

有形固定資産 92,784 97,839

無形固定資産

その他 90,180 84,527

無形固定資産合計 90,180 84,527

投資その他の資産

その他 317,709 357,893

貸倒引当金 △6,322 △12,438

投資その他の資産合計 311,387 345,455

固定資産合計 494,351 527,822

資産合計 4,923,832 5,250,331

負債の部

流動負債

買掛金 795,242 856,520

1年内償還予定の社債 40,000 120,000

1年内返済予定の長期借入金 214,006 230,524

未払法人税等 194,519 93,338

賞与引当金 56,429 116,300

株主優待引当金 3,960 8,410

その他 255,553 264,063

流動負債合計 1,559,711 1,689,156

固定負債

社債 100,000 －

長期借入金 458,600 454,591

退職給付引当金 175,161 188,173

資産除去債務 30,959 31,303

固定負債合計 764,720 674,068

負債合計 2,324,432 2,363,224
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 303,093 308,131

資本剰余金 529,305 534,343

利益剰余金 1,739,803 2,008,397

自己株式 △203 △203

株主資本合計 2,571,998 2,850,668

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 2,053 6,089

為替換算調整勘定 25,349 30,348

その他の包括利益累計額合計 27,402 36,438

純資産合計 2,599,400 2,887,106

負債純資産合計 4,923,832 5,250,331
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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24年９月１日
至 平成25年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年５月31日)

売上高 7,095,730 7,695,230

売上原価 4,760,498 5,221,240

売上総利益 2,335,232 2,473,989

販売費及び一般管理費

給料及び手当 696,589 718,188

賞与引当金繰入額 101,079 94,038

退職給付費用 19,127 21,060

貸倒引当金繰入額 2,259 3,484

株主優待引当金繰入額 2,331 8,410

その他 1,012,565 1,077,827

販売費及び一般管理費合計 1,833,953 1,923,009

営業利益 501,279 550,980

営業外収益

受取利息 152 204

為替差益 24,340 －

匿名組合投資利益 120,375 －

その他 1,068 996

営業外収益合計 145,938 1,201

営業外費用

支払利息 5,438 5,027

為替差損 － 7,869

コミットメントフィー 1,703 1,022

その他 1,157 2,828

営業外費用合計 8,300 16,747

経常利益 638,917 535,434

特別利益

固定資産売却益 1,930 304

受取保険金 － 3,398

特別利益合計 1,930 3,703

特別損失

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 1,229 1,412

特別損失合計 1,229 1,414

税金等調整前四半期純利益 639,618 537,723

法人税、住民税及び事業税 282,322 223,115

法人税等調整額 △28,692 △17,800

法人税等合計 253,629 205,315

少数株主損益調整前四半期純利益 385,988 332,407

四半期純利益 385,988 332,407
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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24年９月１日
至 平成25年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 385,988 332,407

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 20,213 4,036

為替換算調整勘定 58,806 4,999

その他の包括利益合計 79,019 9,035

四半期包括利益 465,008 341,443

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 465,008 341,443

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)  四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 
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