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1.  平成21年8月期第1四半期の業績（平成20年9月1日～平成20年11月30日） 

 

(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 ％

21年8月期第1四半期 2,290 ― 108 ― 101 ― 57 ―
20年8月期第1四半期 2,250 △3.5 154 6.7 151 4.4 70 △16.0

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

21年8月期第1四半期 7.04 ―
20年8月期第1四半期 8.46 ―

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

21年8月期第1四半期 5,322 2,265 42.6 280.05
20年8月期 4,864 2,291 47.1 275.91

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  2,265百万円 20年8月期  2,291百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年8月期 ― ― ― 7.00 7.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― ― ― 7.00 7.00

3.  平成21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期累計期間 4,530 1.6 200 △5.9 200 △2.2 100 △16.6 12.36
通期 8,500 2.3 125 26.1 120 25.2 60 14.0 7.42

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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（四半期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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第1四半期  9,154,442株 20年8月期  9,154,442株
② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  1,064,520株 20年8月期  847,920株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第1四半期  8,198,222株 20年8月期第1四半期  8,307,648株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異
なる場合があります。 
２．当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、米国経済の混乱を背景に輸出の減速が鮮明になっていることや個

人消費が停滞するなど、景気の後退懸念が急激に高まってきております。 

このような環境の中、自社企画製品は、ＰＯＰ専門サービスの充実として動画ＰＯＰと連動した料理のレシピＰ

ＯＰの売上拡大や企画物のタイトルＰＯＰの充実に努めておりますが、生活必需品が中心の中小スーパー等小売店

の販売不振もあり、売上高は358百万円となりました。 

別注製品は、競争激化の中、広告代理店向けの売上増加や企画提案を中心としたサービスに関連する受注が堅調

に推移し、売上高は1,321百万円となりました。 

商品は、飲料メーカー・卸売業・中堅スーパー等への景品受注が拡大し、売上高は610百万円となりました。 

以上の結果、売上高は2,290百万円となりました。 

一方損益面では、自社倉庫の取得効果による地代家賃の減少等コスト低減に努めたものの、競争激化や自社企画

製品の受注が低調であったことなどから営業利益108百万円、経常利益101百万円、四半期純利益57百万円となりま

した。 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ458百万円増加し5,322百万円となりました。 

流動資産は、受取手形及び売掛金が371百万円増加したこと等により、前事業年度末比511百万円増加の3,504百万

円となりました。 

固定資産は、投資その他の資産が42百万円減少したこと等により、前事業年度末比53百万円減少の1,817百万円と

なりました。 

流動負債は、運転資金としての短期借入金200百万円増加、支払手形及び買掛金が250百万円増加したこと等によ

り、前事業年度末比597百万円増加の2,523百万円となりました。 

固定負債は、役員退職慰労引当金が80百万円減少したこと等により、前事業年度末比113百万円減少の533百万円

となりました。 

純資産は、前事業年度末比26百万円減少し2,265百万円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末より103百万円増

加し当四半期会計期間末の残高は423百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとお

りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間において、営業活動の結果使用した資金は94百万円となりました。これは、税引前四半期

純利益100百万円を獲得したこと、役員退職慰労引当金の減少額80百万円、売上債権の増加額369百万円、たな卸資

産の増加額131百万円、仕入債務の増加額250百万円があったこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間において、投資活動の結果得られた資金は119百万円となりました。これは、定期預金の減

少額116百万円があったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間において、財務活動の結果得られた資金は81百万円となりました。これは、短期借入金の

純増加額200百万円、長期借入金の返済による支出44百万円、配当金の支払額51百万円があったこと等によるもので

す。 

３．業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、景気の急激な後退等による不透明な要因もあり予断を許さない状況にありますが、現

時点におきましては、平成20年10月９日に発表した業績数値を変更しておりません。 



４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ①簡便な会計処理 

 簡便な会計処理については重要性が乏しいため記載は省略しております。 

 ②四半期財務諸表作成に特有の会計処理 

     該当事項はありません。 

  

（２）四半期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 

 ①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第９号）を当

第１四半期会計期間から適用しております。なお、この変更による営業利益、経常利益及び税引前四半期純利

益に与える影響はありません。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 867,715 880,706

受取手形及び売掛金 1,763,928 1,392,761

商品及び製品 630,363 494,393

仕掛品 40,490 45,375

原材料及び貯蔵品 3,143 2,041

その他 205,761 184,394

貸倒引当金 △6,500 △6,200

流動資産合計 3,504,903 2,993,472

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 314,200 320,054

土地 934,336 934,336

その他（純額） 25,791 29,683

有形固定資産合計 1,274,328 1,284,074

無形固定資産 14,842 15,291

投資その他の資産   

その他 532,405 576,919

貸倒引当金 △3,666 △5,361

投資その他の資産合計 528,739 571,558

固定資産合計 1,817,910 1,870,924

資産合計 5,322,813 4,864,396

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,439,555 1,189,001

短期借入金 350,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 156,336 169,145

未払法人税等 50,000 2,500

賞与引当金 10,000 112,000

その他 518,041 303,503

流動負債合計 2,523,932 1,926,149

固定負債   

長期借入金 143,550 175,627

退職給付引当金 23,812 24,327

役員退職慰労引当金 365,395 445,815

その他 555 665

固定負債合計 533,314 646,435

負債合計 3,057,247 2,572,585



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 409,796 409,796

資本剰余金 417,733 417,733

利益剰余金 1,702,192 1,702,641

自己株式 △256,590 △234,930

株主資本合計 2,273,131 2,295,240

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,564 △3,428

評価・換算差額等合計 △7,564 △3,428

純資産合計 2,265,566 2,291,811

負債純資産合計 5,322,813 4,864,396



（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20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 2,290,443

売上原価 1,449,888

売上総利益 840,554

販売費及び一般管理費 732,534

営業利益 108,020

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,001

助成金収入 463

その他 664

営業外収益合計 2,129

営業外費用  

支払利息 2,251

為替差損 2,664

投資有価証券評価損 3,791

営業外費用合計 8,708

経常利益 101,441

特別損失  

固定資産売却損 531

特別損失合計 531

税引前四半期純利益 100,909

法人税、住民税及び事業税 46,020

法人税等調整額 △2,807

法人税等合計 43,213

四半期純利益 57,696



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 100,909

減価償却費 8,495

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,394

賞与引当金の増減額（△は減少） △102,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △514

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △80,420

受取利息及び受取配当金 △1,001

支払利息 2,251

投資有価証券評価損益（△は益） 3,791

有形固定資産売却損益（△は益） 531

売上債権の増減額（△は増加） △369,481

たな卸資産の増減額（△は増加） △131,133

仕入債務の増減額（△は減少） 250,553

その他の資産の増減額（△は増加） 17,517

その他の負債の増減額（△は減少） 208,337

その他 3,095

小計 △90,460

利息及び配当金の受取額 317

利息の支払額 △2,213

法人税等の支払額 △1,837

営業活動によるキャッシュ・フロー △94,194

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 116,988

有形固定資産の取得による支出 △750

有形固定資産の売却による収入 1,918

投資有価証券の取得による支出 △604

長期貸付金の回収による収入 300

その他 1,947

投資活動によるキャッシュ・フロー 119,799

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000

長期借入金の返済による支出 △44,886

自己株式の取得による支出 △21,660

配当金の支払額 △51,966

財務活動によるキャッシュ・フロー 81,487

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 103,997

現金及び現金同等物の期首残高 319,443

現金及び現金同等物の四半期末残高 423,440



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（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）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。 

（６）その他 

【生産実績】 

 （注） 上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

【商品仕入実績】 

 （注） 上記の金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

品目 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

金額（千円）  

製品   

自社企画   

ポスター類 138,153 

のぼり、幕類 69,078 

ポリエチレン類、その他のプラスチック製品 229,794 

その他 40,937 

自社企画製品計 477,963 

別注   

ポスター類 361,286 

のぼり、幕類 324,771 

ポリエチレン類、その他のプラスチック製品 423,942 

その他 251,808 

別注製品計 1,361,808 

合計 1,839,772 

品目 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

金額（千円） 

包装紙、紙袋類 48,108 

のぼり、幕類 25,389 

造花、スチロールボード類 397,049 

その他 111,117 

合計 581,665 



【受注状況】 

 自社企画製品につきましては見込み生産のため、該当事項はありません。 

 別注製品につきましては、受注から売上計上まで８日間程度と短期間であり、販売実績とほぼ一致すること及び

受注残高も寡少であることにより記載しておりません。 

【品目別売上高】 

 （注）１．数量の表示は、取扱い品目が多岐にわたり記載が困難なため省略しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

品目 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

金額（千円） 

製品   

自社企画   

ポスター類 71,271 

のぼり、幕類 52,703 

ポリエチレン類、その他のプラスチック製

品 
196,756 

その他 37,416 

自社企画製品計 358,146 

別注   

ポスター類 356,958 

のぼり、幕類 316,145 

ポリエチレン類、その他のプラスチック製

品 
403,178 

その他 245,254 

別注製品計 1,321,536 

製品計 1,679,683 

商品   

包装紙、紙袋類 42,524 

のぼり、幕類 31,000 

造花、スチロールボード類 415,485 

その他 121,750 

商品計 610,759 

合計 2,290,443 



【地域別売上高】 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記の区分は、当社販売先の住所によっております。 

【業種別売上高】 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

地域 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

金額（千円） 

北海道・東北地区 126,484 

関東地区 1,009,688 

甲信越・北陸地区 75,986 

東海地区 353,078 

近畿地区 378,883 

中国・四国地区 190,855 

九州・沖縄地区 155,465 

合計 2,290,443 

業種 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

金額（千円） 

製造業 437,339 

卸売業 276,905 

小売業 864,608 

飲食業 43,256 

サービス業 597,344 

その他 70,988 

合計 2,290,443 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年８月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 2,250,883 

Ⅱ 売上原価 1,333,741 

売上総利益 917,142 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 762,535 

営業利益 154,607 

Ⅳ 営業外収益 1,567 

Ⅴ 営業外費用 4,687 

経常利益 151,486 

Ⅵ 特別利益 ― 

Ⅶ 特別損失 ― 

税引前四半期純利益 151,486 

税金費用 81,205 

四半期純利益 70,280 



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年８月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

 税引前四半期純利益 151,486 

 減価償却費 8,911 

 貸倒引当金の増加額 3,556 

 賞与引当金の減少額 △115,000 

 退職給付引当金の減少
額 

△7,586 

 役員退職慰労引当金の
増加額 

5,422 

 売上債権の増加額 △378,811 

 たな卸資産の増加額 △173,741 

 仕入債務の増加額 251,187 

 その他 253,939 

小計 △635 

 法人税等の支払額 △33,888 

 その他 △1,011 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△35,535 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

 定期預金・積金の預入
による支出（△）又は
払戻しによる収入（純
額） 

116,907 

 有形固定資産の取得に
よる支出 

△967 

 その他 △11,606 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

104,333 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

 長期借入金の返済によ
る支出 

△33,639 

 自己株式の取得による
支出 

△39 

 配当金の支払額 △53,821 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△87,499 

 



 
前年同四半期 

（平成20年８月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

△1,561 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減
少額 

△20,262 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

529,074 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四
半期末残高 

508,812 
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