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(百万円未満切捨て)

１．平成29年６月期第１四半期の連結業績（平成28年６月21日～平成28年９月20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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年６月期第１四半期 7,201 △4.2 174 － 199 － 10 －

28年６月期第１四半期 7,517 11.8 △27 － △5 － △81 －
(注) 包括利益 29年６月期第１四半期 △108百万円( －％) 28年６月期第１四半期 △328百万円( －％)
　

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

29年６月期第１四半期 0.39 0.39

28年６月期第１四半期 △2.86 －
　

　

（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

29年６月期第１四半期 27,152 18,939 68.8 656.97

28年６月期 26,993 19,247 70.3 667.56
(参考) 自己資本 29年６月期第１四半期 18,673百万円 28年６月期 18,974百万円
　

　

　

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

28年６月期 － 7.00 － 7.00 14.00

29年６月期 －

29年６月期(予想) 7.00 － 7.00 14.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成29年６月期の連結業績予想（平成28年６月21日～平成29年６月20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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 16,000 5.0 70 22.7 130 2.3 50 10.1 1.76

通期 35,400 3.7 1,400 13.0 1,470 11.9 960 18.6 33.78
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　

　

（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

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
　

　

（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) 29年６月期１Ｑ 32,459,692株 28年６月期 32,459,692株

② 期末自己株式数 29年６月期１Ｑ 4,036,815株 28年６月期 4,036,815株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年６月期１Ｑ 28,422,877株 28年６月期１Ｑ 28,410,381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きの対象外でありますが、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および合理的である
と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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およ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２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。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融緩和策等を背景に、企業収益、

雇用情勢の改善等が見られ、景気は緩やかな回復基調で推移してきた一方、円高・株安の進行や、個人消費の伸び

悩みなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループでは新たな需要を獲得するべく、引き続き積極的な新製品投入を行いまし

た。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は 72億155万円（前年同期比 4.2％減）と

なりました。前年同期に実施した価格改定に伴う前倒し受注の影響により、前年を下回る結果となりました。一方、

利益面では、売上原価率の低減や販売費及び一般管理費の減少により営業利益１億7,468万円（前年同期は 2,714万

円の営業損失)、経常利益１億9,927万円（前年同期は 544万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益

1,096万円（前年同期は 8,114万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）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。

① 文具事務用品事業

ステーショナリーにおきましては、クリアーホルダー内の書類の脱落防止のためにチャックをつけた「クリアー

ホルダー チャックタイプ」や、人目が気になる場所での書類の閲覧に便利な「のぞき見されにくいホルダー」な

ど、既存のクリアーホルダーに付加価値を追加した機能性ホルダー群を発売したほか、リングをスイッチでワンタ

ッチ開閉できる「スイッチリングファイル」や、お手頃価格でありながら使いやすさも追求した「ユーズナブル」

シリーズを発売いたしました。

また、発売以来ご好評いただいている、日々の暮らしの出来事を可愛く記録できるノリ付きメモ「暮らしのキロ

ク」と、マグネットの力で手帳やノートにはさめるペンケース「ペンサム」では、ラインアップ拡大を図りました。

電子製品におきましては、平成24年に発売しご好評いただいているIDやパスワード専用の情報管理端末「ミルパ

ス」に、液晶画面を大きくするなどのスペックアップを図った新機種、「ミルパス」PW20を追加いたしました。

この結果、売上高は 55億1,411万円（前年同期比 6.8％減）、営業利益は１億3,830万円（前年同期比 495.3％

増）となりました。

② インテリアライフスタイル事業

㈱ぼん家具では、商品のネット販売ページの強化や商品リニューアルを重点的に行いました。また、主力モール

である楽天やAmazon、Yahoo!ショッピングにおいて、値下げセールやポイントサービス、タイムセールの積極活用

など様々な施策を展開し、拡販してまいりました。㈱アスカ商会では、最新のインテリアやファッションのトレン

ドに沿った高品質なアーティフィシャル・フラワーを提案してまいりました。また、近年話題の緑化装飾に多用し

ていただける商品などの拡充を図り、拡販してまいりました。㈱ラドンナでは、インテリアにマッチするガラス製

のアロマディフューザーや、木の風合いを活かした木製のフレームなど、素材の質感にこだわった商品を展開し、

拡販してまいりました。

この結果、売上高は 16億8,744万円（前年同期比 5.5％増）、営業利益は 3,551万円（前年同期は 4,785万円の

営業損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して、１億5,917万円増加し、271億5,233万円

となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少した一方、商品及び製品や現金及び預金が増加したことに

よるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末と比較して、４億6,672万円増加し、82億1,246万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金や借入金が増加したことによるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末と比較して、３億755万円減少し、189億3,987万円となりました。これは主に、

第68期期末配当金の支払いや為替換算調整勘定が減少したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年８月１日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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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。

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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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28年６月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年９月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,208,495 4,376,182

受取手形及び売掛金 4,534,278 3,950,392

商品及び製品 6,608,120 7,241,122

仕掛品 465,525 464,915

原材料及び貯蔵品 1,215,515 1,289,019

繰延税金資産 259,583 182,237

その他 566,439 542,222

貸倒引当金 △1,450 △1,636

流動資産合計 17,856,507 18,044,456

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,440,131 5,584,145

減価償却累計額 △3,138,866 △3,153,078

建物及び構築物（純額） 2,301,265 2,431,066

機械装置及び運搬具 2,634,655 2,555,876

減価償却累計額 △1,943,548 △1,901,044

機械装置及び運搬具（純額） 691,106 654,831

土地 1,667,180 1,667,180

建設仮勘定 210,192 90,611

その他 2,771,920 2,717,447

減価償却累計額 △2,415,094 △2,387,285

その他（純額） 356,826 330,162

有形固定資産合計 5,226,571 5,173,851

無形固定資産

のれん 405,146 363,049

その他 400,678 380,382

無形固定資産合計 805,825 743,432

投資その他の資産

投資有価証券 1,597,661 1,656,988

退職給付に係る資産 964,586 978,556

繰延税金資産 105,482 100,368

その他 438,737 456,854

貸倒引当金 △2,212 △2,175

投資その他の資産合計 3,104,256 3,190,593

固定資産合計 9,136,652 9,107,877

資産合計 26,993,159 27,152,333
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年６月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年９月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,059,140 2,508,420

短期借入金 1,900,000 2,420,000

1年内返済予定の長期借入金 886,000 586,000

未払法人税等 256,265 80,310

未払金 570,073 492,093

役員賞与引当金 12,255 －

その他 797,212 779,449

流動負債合計 6,480,946 6,866,274

固定負債

長期借入金 302,000 302,000

繰延税金負債 380,043 468,814

退職給付に係る負債 312,216 309,663

資産除去債務 14,245 14,311

その他 256,281 251,399

固定負債合計 1,264,787 1,346,188

負債合計 7,745,733 8,212,462

純資産の部

株主資本

資本金 1,978,690 1,978,690

資本剰余金 2,507,159 2,507,159

利益剰余金 18,386,547 18,198,553

自己株式 △3,567,413 △3,567,413

株主資本合計 19,304,983 19,116,989

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 156,649 198,498

繰延ヘッジ損益 △1,892 △486

為替換算調整勘定 △341,669 △497,889

退職給付に係る調整累計額 △144,012 △144,094

その他の包括利益累計額合計 △330,924 △443,972

新株予約権 33,689 33,689

非支配株主持分 239,677 233,164

純資産合計 19,247,425 18,939,871

負債純資産合計 26,993,159 27,152,333
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年６月21日
　至 平成27年９月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年６月21日
　至 平成28年９月20日)

売上高 7,517,659 7,201,555

売上原価 4,825,666 4,412,238

売上総利益 2,691,993 2,789,316

販売費及び一般管理費 2,719,140 2,614,633

営業利益又は営業損失（△） △27,147 174,683

営業外収益

受取利息 6,423 2,842

受取配当金 23,349 24,443

屑売却益 10,983 13,659

その他 9,884 6,473

営業外収益合計 50,641 47,418

営業外費用

支払利息 6,873 5,724

為替差損 20,259 15,480

その他 1,804 1,627

営業外費用合計 28,938 22,832

経常利益又は経常損失（△） △5,444 199,270

特別利益

投資有価証券売却益 3,289 －

特別利益合計 3,289 －

特別損失

固定資産売却損 607 18

固定資産除却損 3,055 883

特別損失合計 3,663 901

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△5,818 198,368

法人税、住民税及び事業税 34,138 28,111

法人税等調整額 43,151 152,252

法人税等合計 77,289 180,364

四半期純利益又は四半期純損失（△） △83,108 18,004

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△1,959 7,038

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△81,148 10,966
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年６月21日
　至 平成27年９月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年６月21日
　至 平成28年９月20日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △83,108 18,004

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △58,824 41,848

繰延ヘッジ損益 △4,545 1,405

為替換算調整勘定 △167,165 △169,770

退職給付に係る調整額 △14,674 △81

その他の包括利益合計 △245,211 △126,598

四半期包括利益 △328,319 △108,594

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △282,113 △102,081

非支配株主に係る四半期包括利益 △46,205 △6,512
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成27年６月21日 至 平成27年９月20日）

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）

報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

文具事務用品
事業

インテリア
ライフスタイル

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 5,918,684 1,598,975 7,517,659 － 7,517,659

セグメント間の内部売上高
又は振替高

22,957 40,643 63,601 △63,601 －

計 5,941,642 1,639,618 7,581,260 △63,601 7,517,659

セグメント利益又は損失（△） 23,231 △47,855 △24,623 △2,524 △27,147

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額 △2,524千円は、セグメント間取引消去に伴う調整等であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成28年６月21日 至 平成28年９月20日）

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）

報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

文具事務用品
事業

インテリア
ライフスタイル

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 5,514,111 1,687,443 7,201,555 － 7,201,555

セグメント間の内部売上高
又は振替高

18,357 42,698 61,056 △61,056 －

計 5,532,469 1,730,142 7,262,611 △61,056 7,201,555

セグメント利益 138,307 35,516 173,823 860 174,683

(注) １．セグメント利益の調整額 860千円は、セグメント間取引消去に伴う調整等であります。

２．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。
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