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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 3,903 8.0 138 △18.8 150 △19.0 72 90.5
22年3月期第2四半期 3,613 △3.8 170 7.8 186 5.1 37 △61.5

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3月期第2四半期 36.27 ―
22年3月期第2四半期 18.78 ―

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3月期第2四半期 4,328 2,644 61.1 1,329.09
22年3月期 4,533 2,646 58.4 1,330.17

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,644百万円 22年3月期  2,646百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 40.00 40.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 8,300 6.9 434 9.8 470 11.0 278 62.5 139.72



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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  無  
（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 

（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） 

※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
法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しています。 

※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）3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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 2,080,000株 22年3月期  2,080,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  90,328株 22年3月期  90,328株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 1,989,672株 22年3月期2Q 2,017,338株
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当第２四半期連結累計期間（４月～９月）における我が国経済は、新興国を中心とした輸出の増加や、政府の景気

対策効果などにより個人消費に持ち直しが見られるなど緩やかな回復を続けましたが、急速な円高の進行や株価の低

迷など企業を取り巻く環境は厳しく、先行きの不透明感は依然として払拭されていない状況となっております。 

  この様な経済環境のもと、企業の販売促進活動への意欲は強く、セールスプロモーション市場に大きな落ち込みは

見られませんが、一方ではコスト削減への取組みから価格引下げへの要求も強く、価格競争は一層の厳しさを増して

いるなか、異業種からの参入や大手広告代理店からの本格的な市場参入による競合状況の激化など、厳しい市場環境

となっております。 

  その様な環境のもと、当社グループでは主力とするノベルティグッズの供給を基点として、グッズと各種デジタル

ツールやＰＯＰ、キャラクター等と連動させたソリューション型の提案を強化し、顧客へのサービス提供の幅を拡げ

ることに注力するとともに、主力である東京市場へ人的資源を重点的に投下し、新規開拓による顧客基盤の拡大と既

存顧客の深耕を推進しました。 

  これらの結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、依然として厳しい経済環境のなかで、一部主要顧

客の予算縮小方針や、コスト削減施策による厳しい価格競争の影響も受けましたが、飲料メーカーでの大型キャンペ

ーンの受注による取引幅の拡大や、当社グループの主要顧客である製薬業界の更なる深耕と拡大を行なうことで、売

上高は3,903百万円（前年同期比8.0％増）となりました。しかしながら、新卒19名を新規採用する先行投資を行なっ

たことで人件費が増加したことに加え、東京市場に重点的に人員を投下した結果、業務上想定以上に東京本社移転の

必要性が高まり、次年度に計画していた移転計画を前倒しで実施したことから販売費及び一般管理費は増加し、営業

利益は138百万円（同18.8％減）、経常利益は150百万円（同19.0％減）となりました。四半期純利益については、前

第２四半期連結累計期間において実施した繰延税金資産の取崩しが当第２四半期連結累計期間にはなかったこと等か

ら、72百万円（同90.5％増）となりました。 

  なお、当社グループでは、セールスプロモーションの企画及び販売を行なう単一事業分野において営業活動を行な

っておりますので、セグメント情報の記載は行なっておりません。 

  

  

（流動資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は3,599百万円（前連結会計年度末3,945百万円）となり、346

百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が526百万円減少したためであります。 

（固定資産） 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は729百万円（同588百万円）となり、141百万円増加いたしま

した。主な要因は、敷金及び保証金が72百万円、保険積立金が53百万円増加したことと、東京本社移転に伴う新事務

所の設備を設置したことなどにより有形固定資産が19百万円増加したためであります。 

（流動負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,444百万円（同1,649百万円）となり、205百万円減少いた

しました。主な要因は、支払手形及び買掛金が180百万円、未払法人税等が30百万円減少したためであります。 

（固定負債） 

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は240百万円（同238百万円）となり、２百万円増加いたしま

した。主な要因は、役員退職慰労引当金が５百万円増加したためであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は2,644百万円（同2,646百万円）となり、２百万円減少いたし

ました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が４百万円減少したためであります。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は671百万円となり、前連結会計年度末と比較して

530百万円減少いたしました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは267百万円の減少となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が

132百万円あったものの、売上債権の増加額が281百万円、仕入債務の減少額が180百万円あったためであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは190百万円の減少となりました。主な要因は、敷金の差入による支出が90百万

円、保険積立金の積立による支出が54百万円、有形固定資産の取得による支出が28百万円あったことと、ゴルフ会員

権の取得による支出が11百万円あったためであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは71百万円の減少となりました。主な要因は、配当金の支払による支出が69百

万円あったためであります。 

  

我が国経済は新興国を中心とした経済回復を背景として景気回復の動きが見られるものの、景気の先行きに対する

不安懸念は依然として払拭されておらず、当社グループが属するセールスプロモーション市場も大変厳しい環境が続

くと思われます。当社グループにおきましては、当第２四半期連結会計期間に東京本社事務所移転を当初計画を前倒

しして行なった結果、当初見込み外の経費が発生したことから、当第２四半期連結累計期間の業績については修正を

実施いたしましたが、11月及び12月納品案件を中心として主力とする東京市場では引き合いが活性化してきているこ

となどから、平成22年５月14日に公表いたしました通期業績予想については据え置いております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

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。 

  なお、これに伴う営業利益、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。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,811,424 2,338,161

受取手形及び売掛金 1,595,212 1,313,503

制作支出金 64,023 177,157

製品 5,162 11,120

原材料 10,995 13,049

繰延税金資産 47,401 48,646

その他 65,858 45,125

貸倒引当金 △649 △946

流動資産合計 3,599,429 3,945,817

固定資産

有形固定資産 217,969 198,846

無形固定資産 39,338 47,393

投資その他の資産

投資有価証券 89,263 97,415

従業員に対する長期貸付金 798 1,321

繰延税金資産 37,958 34,880

保険積立金 126,178 72,455

敷金及び保証金 181,479 108,768

その他 47,594 36,064

貸倒引当金 △11,019 △8,980

投資その他の資産合計 472,253 341,925

固定資産合計 729,560 588,164

資産合計 4,328,990 4,533,982
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,156,725 1,336,880

未払法人税等 60,556 91,434

賞与引当金 74,500 86,000

その他 152,249 134,722

流動負債合計 1,444,030 1,649,037

固定負債

退職給付引当金 81,681 82,797

役員退職慰労引当金 158,175 152,945

その他 657 2,606

固定負債合計 240,514 238,349

負債合計 1,684,545 1,887,386

純資産の部

株主資本

資本金 291,000 291,000

資本剰余金 201,000 201,000

利益剰余金 2,265,419 2,262,885

自己株式 △111,216 △111,216

株主資本合計 2,646,203 2,643,668

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,758 2,926

評価・換算差額等合計 △1,758 2,926

純資産合計 2,644,445 2,646,595

負債純資産合計 4,328,990 4,533,982
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 3,613,312 3,903,335

売上原価 2,600,522 2,846,087

売上総利益 1,012,790 1,057,248

販売費及び一般管理費 842,290 918,828

営業利益 170,499 138,419

営業外収益

受取利息 3,388 2,475

受取配当金 306 909

仕入割引 10,404 6,226

その他 2,775 3,140

営業外収益合計 16,875 12,752

営業外費用

支払利息 259 190

原状回復費用 － 192

自己株式取得費用 502 －

その他 423 44

営業外費用合計 1,185 427

経常利益 186,189 150,743

特別利益

投資有価証券売却益 － 1,000

保険解約返戻金 285 161

特別利益合計 285 1,161

特別損失

賃貸借契約解約損 － 8,480

有形固定資産除却損 － 10,094

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 350

保険解約損 － 603

特別損失合計 － 19,528

税金等調整前四半期純利益 186,474 132,377

法人税、住民税及び事業税 76,885 58,835

法人税等調整額 71,701 1,368

法人税等合計 148,586 60,203

少数株主損益調整前四半期純利益 － 72,173

四半期純利益 37,887 72,173
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 2,112,868 2,023,482

売上原価 1,533,002 1,471,871

売上総利益 579,866 551,610

販売費及び一般管理費 429,193 457,502

営業利益 150,672 94,108

営業外収益

受取利息 1,745 1,217

受取配当金 13 41

仕入割引 4,688 2,388

その他 1,579 1,589

営業外収益合計 8,026 5,236

営業外費用

支払利息 169 134

原状回復費用 － 37

自己株式取得費用 211 －

その他 18 0

営業外費用合計 399 171

経常利益 158,299 99,173

特別利益

投資有価証券売却益 － 1,000

保険解約返戻金 43 161

特別利益合計 43 1,161

特別損失

有形固定資産除却損 － 266

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 350

保険解約損 － 17

特別損失合計 － 634

税金等調整前四半期純利益 158,342 99,700

法人税、住民税及び事業税 76,288 55,429

法人税等調整額 58,711 △12,564

法人税等合計 135,000 42,865

少数株主損益調整前四半期純利益 － 56,835

四半期純利益 23,342 56,835
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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 186,474 132,377

減価償却費 11,955 10,309

無形固定資産償却費 15,177 13,870

有形固定資産除却損 － 10,094

賃貸借契約解約損 － 8,480

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,809 △1,116

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,630 5,230

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 1,742

賞与引当金の増減額（△は減少） △200 △11,500

保険解約返戻金 △285 △161

保険解約損 － 603

受取利息及び受取配当金 △3,695 △3,385

支払利息 259 190

売上債権の増減額（△は増加） △217,869 △281,709

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,940 121,145

仕入債務の増減額（△は減少） △53,221 △180,154

その他の流動資産の増減額（△は増加） △30,655 △11,423

その他の流動負債の増減額（△は減少） △14,367 1,240

その他 672 △233

小計 △112,234 △185,398

利息及び配当金の受取額 6,047 5,289

利息の支払額 △259 △190

法人税等の支払額 △110,247 △87,648

営業活動によるキャッシュ・フロー △216,694 △267,948

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 △1,161 △28,526

無形固定資産の取得による支出 △4,600 △5,816

投資有価証券の取得による支出 △4,757 △314

投資有価証券の売却による収入 － 2,000

ゴルフ会員権の取得による支出 － △11,000

定期預金の預入による支出 △996,321 △999,648

定期預金の払戻による収入 992,101 996,317

保険積立金の積立による支出 △12,829 △54,945

保険積立金の解約による収入 568 778

敷金の回収による収入 234 526

敷金の差入による支出 △798 △90,629

その他 2,485 657

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,078 △190,602
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △46,559 －

配当金の支払額 △71,248 △69,638

その他 △1,715 △1,877

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,522 △71,516

現金及び現金同等物に係る換算差額 △654 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △361,950 △530,067

現金及び現金同等物の期首残高 1,348,195 1,201,435

現金及び現金同等物の四半期末残高 986,244 671,367
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

当社グループはセールスプロモーショングッズの企画・販売を行う単一の事業分野において営業活動を行ってお

りますので、事業の種類別セグメントは作成しておりません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

当社グループはセールスプロモーショングッズの企画・販売を行う単一の事業分野において営業活動を行ってお

りますので、記載を省略しております。 

  

  (追加情報) 

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17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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当社グループは、専ら、ノベルティ・プレミアムグッズに代表されるセールスプロモーショングッズを企画・販売

する単一事業分野において営業活動を行い、単一セグメントであるため、セグメント別の情報は記載しておりませ

ん。 

  

当社グループの販売するセールスプロモーショングッズは広範囲かつ多種多様であり、同様の製品であっても仕

様が一様ではなく、またポケットティッシュ以外の受注商品の製作につきましては全て外注先に委託しておりま

す。なお、当社グループで販売するポケットティッシュについて、その多くを当社の連結子会社である㈱岐阜クリ

エートにおいて生産しておりますが、当社グループで生産しているポケットティッシュの生産実績を示すと、次の

とおりであります。 

  

 
(注) 千個未満は切り捨てております。 

  

当社グループでは価格競争力を強化するため、一部の商品について中国より直接購買を行っております。当第２

四半期連結累計期間における、当社グループにおける国内での仕入実績及び中国からの仕入実績を示すと、次のと

おりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における、当社分類による顧客所属産業分野別に販売状況を示すと、次のとおりであ

ります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

4. 補足情報

【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

品目
当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

前年同四半期比 
(％)

ポケットティッシュ(千個) 65,476 66.7

       合計(千個) 65,476 66.7

(2) 仕入実績

地域
当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

前年同四半期比 
(％)

国内仕入(千円) 2,241,809 106.3

海外(中国)仕入(千円) 257,375 120.8

合計(千円) 2,499,184 107.7

(3) 販売実績

分野
当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

前年同四半期比 
(％)

衣食住・流通産業分野(千円) 2,403,841 120.2

情報・通信産業分野(千円) 885,178 84.0

金融・保険産業分野(千円) 220,588 96.5

その他(千円) 393,727 119.0

合計(千円) 3,903,335 108.0
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