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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12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 ％

23年3月期第3四半期 37,354 3.7 2,106 △24.3 2,141 △25.4 1,188 △27.5

22年3月期第3四半期 36,030 △3.4 2,783 △2.0 2,871 3.9 1,638 5.6

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3四半期 50.12 ―

22年3月期第3四半期 69.08 ―

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3四半期 35,418 28,204 79.6 1,188.59
22年3月期 34,854 27,821 79.8 1,172.50

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  28,188百万円 22年3月期  27,806百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
23年3月期 ― 15.00 ―

23年3月期 
（予想）

15.00 30.00

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 48,245 2.7 2,358 △30.4 2,449 △31.0 1,327 △34.6 55.97



(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  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 

（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、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おりません。 

※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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
四半期決算短信〔添付資料〕Ｐ．３「（３）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「その他の情報」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3Q 24,257,826株 22年3月期  24,257,826株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  542,228株 22年3月期  541,972株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 23,715,637株 22年3月期3Q 23,716,042株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（第３四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  10

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア新興国経済成長を背景に、輸出を中心に景気は緩やか

な回復基調で推移いたしましたが、後半においては急激な円高、政府の経済対策効果の息切れ、および厳しい雇用

情勢などから、企業の設備投資や個人消費は低調なまま推移し、先行きの不透明感が強まりました。 

 このような状況の下で、当社グループは、経営理念である「お客様のニーズに迅速にかつ的確にお応えする」こ

とを基本に、販売体制及び利益基盤の強化に取り組んでまいりました。売上につきましては、当期よりグループ化

しました㈱リード商事および減少傾向だった直営店販売部門においても、11月以降、単月の対前年度比売上が増加

に転じたことにより、第２四半期以前と比べ、回復傾向が見られました。この結果、当第３四半期連結累計期間の

業績は、連結売上高は373億54百万円（前年同期比3.7％増）となりました。利益につきましては、連結営業利益21

億６百万円（前年同期比24.3％減）、連結経常利益21億41百万円（前年同期比25.4％減）、連結四半期純利益11億

88百万円（前年同期比27.5％減）となりました。 

  

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  

  

〔紙製品事業〕 

 紙袋・包装紙は当社グループの主力商品であり、主に当社オリジナルブランド商品を販売いたしております。当

期は、ハロウィン・クリスマスなどイベントへの対応および多様化するお客様ニーズへの対応と紙器の拡販などに

注力したことにより、安定した売上を計上する事が出来ました。この結果、紙製品事業の連結売上は１億57百万円

増の72億53百万円となり、セグメント利益も前年同期実績同等額を確保する事が出来ました。 

〔化成品・包装資材事業〕 

 ポリエチレン袋・ＰＰ袋等の化成品と粘着テープ・食品包材・紐リボン等一般包装資材は社会ニーズに適合 

した環境配慮型商品開発を推進し販売強化を図り安定した売上を計上する事が出来ました。この結果、化成品・包

装資材事業の連結売上は４億31百万円増の185億32百万円となりましたが、利益面では粗利率が低下し前年同期と

比べ減少いたしました。 

〔店舗用品事業〕 

 事務用品・商店用品・日用品雑貨・食材及び子会社の取扱商品であるハンガー等のアパレル関連資材、園芸関連

資材等当社オリジナルブランドも含め多岐に亘っております。売上高は、既存事業所では減少しておりますが、当

期から㈱リード商事をグループに加えたことにより全体では増加いたしました。この結果、店舗用品事業の連結売

上は前期比７億49百万円増の115億68百万円となりました。しかしながら利益面では販売管理費の増加と粗利率の

低下により、前年同期と比べ減少いたしました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ① 資産、負債、純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、354億18百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億64百万

円増加しました。流動資産は180億15百万円となり、４億95百万円減少しました。主な要因は、売上債権が15億88

百万円増加しましたが、現金預金が21億58百万円、たな卸資産が47百万円それぞれ減少したことによるものであり

ます。固定資産は174億３百万円となり、10億60百万円増加しました。主な要因は、ソフトウエアが４億55百万円

および㈱リード商事のグループ化により、土地が２億１百万円、のれんが１億45百万円等それぞれ増加したことに

よるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は72億14百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億81百万増

加しました。流動負債は52億17百万円となり、１億３百万円増加しました。主な要因は、仕入債務が５億20百万円

増加したことによるものであります。固定負債は、19億96百万円となり、78百万円増加しました。主な要因は、資

産除去債務で39百万円増加したことによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、282億４百万円となり、３億83百万円増加しました。主な

要因は、繰越利益剰余金が８億50百万円減少しましたが、別途積立金が13億円増加したことによるものでありま

す。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ、0.2ポイント減少し、79.6％となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



 ② キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは４億18百万円増加しました。これは主に、税金等調整前四半期純利益で21億

42百万円の資金の増加があったものの、法人税の支払いで13億63百万円、売上債権の増加14億34百万円等でそれぞれ

資金の減少があったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは７億21百万円減少しました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出で５億22百万円、無形固定資産の取得による支出で４億96百万円の資金

の減少があったことによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは17億1百万円減少しました。これは

主に、長期借入金の返済による減少で９億57百万円、配当金の支払いで６億91百万円の資金の減少があったことによ

るものであります。この結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は60億96百万円となり、前連結会

計年度末に比べ21億69百万円減少しました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年11月４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。  

  

  

（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 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。  

③ 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。  

④ 税金費用の計算 

 当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理

的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ、２百万円、税金等調整前四半期純

利益は、48百万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資産除去債務の変動額は37百万円であ

ります。  

      ② 表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 6,055 8,214

受取手形及び売掛金 6,453 4,865

有価証券 50 50

商品及び製品 4,364 4,398

原材料及び貯蔵品 500 513

その他 612 476

貸倒引当金 △21 △6

流動資産合計 18,015 18,511

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,143 5,142

土地 7,279 7,078

その他（純額） 1,464 1,471

有形固定資産合計 13,888 13,692

無形固定資産   

のれん 240 95

その他 1,113 667

無形固定資産合計 1,353 762

投資その他の資産   

その他 2,210 1,908

貸倒引当金 △49 △21

投資その他の資産合計 2,161 1,886

固定資産合計 17,403 16,342

資産合計 35,418 34,854



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 3,123 2,603

1年内返済予定の長期借入金 4 3

未払法人税等 573 970

賞与引当金 121 289

役員賞与引当金 36 －

その他 1,358 1,246

流動負債合計 5,217 5,114

固定負債   

長期借入金 － 3

退職給付引当金 619 577

役員退職慰労引当金 － 108

その他 1,377 1,230

固定負債合計 1,996 1,918

負債合計 7,214 7,032

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,405 1,405

資本剰余金 1,304 1,304

利益剰余金 32,355 31,919

自己株式 △622 △622

株主資本合計 34,442 34,007

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 70 75

繰延ヘッジ損益 △50 －

土地再評価差額金 △6,275 △6,275

評価・換算差額等合計 △6,254 △6,200

少数株主持分 16 14

純資産合計 28,204 27,821

負債純資産合計 35,418 34,854



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 36,030 37,354

売上原価 23,796 25,144

売上総利益 12,233 12,209

販売費及び一般管理費 9,450 10,103

営業利益 2,783 2,106

営業外収益   

受取利息 49 37

受取配当金 1 12

受取賃貸料 60 49

雑収入 78 92

営業外収益合計 191 192

営業外費用   

支払利息 0 0

売上割引 53 51

為替差損 28 82

雑損失 20 22

営業外費用合計 102 157

経常利益 2,871 2,141

特別利益   

保険解約返戻金 68 39

貸倒引当金戻入額 1 6

賞与引当金戻入額 1 －

特別利益合計 71 46

特別損失   

固定資産除却損 5 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 45

特別損失合計 5 45

税金等調整前四半期純利益 2,937 2,142

法人税等 1,295 949

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,193

少数株主利益 4 4

四半期純利益 1,638 1,188



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 2,937 2,142

減価償却費 454 537

のれん償却額 26 61

固定資産除却損 5 0

保険解約返戻金 △68 △39

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 45

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53 41

賞与引当金の増減額（△は減少） △160 △183

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 37 36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 －

受取利息及び受取配当金 △51 △49

支払利息 0 0

為替差損益（△は益） 28 82

売上債権の増減額（△は増加） △1,113 △1,434

たな卸資産の増減額（△は増加） 729 148

仕入債務の増減額（△は減少） 544 365

その他 76 △19

小計 3,504 1,728

利息及び配当金の受取額 54 53

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △1,551 △1,363

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,007 418

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △101 △10

定期預金の払戻による収入 489 160

有形固定資産の取得による支出 △448 △522

無形固定資産の取得による支出 △335 △496

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

関係会社出資金の払込による支出 △80 －

貸付けによる支出 － △4

貸付金の回収による収入 7 59

連結子会社の取得による収入 － 109

その他 △121 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △593 △721



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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 △2 △957

リース債務の返済による支出 △48 △50

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △711 △691

少数株主への配当金の支払額 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △763 △1,701

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 △82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 621 △2,087

現金及び現金同等物の期首残高 6,469 8,265

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △81

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,091 6,096



 該当事項はありません。  

  

  

 〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  （注）１．事業区分の方法 

 事業は、商品の系列の類似性を考慮して区分しております。 

 ２．各区分に属する主要な商品   

 (1)紙製品事業・・・・・・・・紙袋・包装紙・紙器 

 (2)化成品・包装資材事業・・・ポリ袋・粘着テープ・その他包装資材 

 (3)店舗用品事業・・・・・・・ＰＯＰ用品・文具事務用品・店飾雑貨 

 (4)その他事業・・・・・・・・物流 

  

 〔所在地別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

 前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の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。 

  

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行っているものであります。 

 当社は、商品の類似性を考慮して、「紙製品事業」、「化成品・包装資材事業」、「店舗用品事業」の３つ

を報告セグメントとしております。 

 「紙製品事業」は、紙袋、包装紙を主力商品とし、主に当社オリジナルブランド商品を販売いたしておりま

す。「化成品・包装資材事業」は、ポリエチレン袋・ＰＰ袋等の化成品と粘着テープ、食品包材・紐リボンを

販売いたしております。「店舗用品事業」は、事務用品・商店用品・日用雑貨・食材及び子会社の取扱商品で

あるハンガー等のアパレル関連資材、園芸関連資材等を販売いたしております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
紙製品事業 
（百万円） 

化成品・包
装資材事業
（百万円）

店舗用品事
業 

（百万円）

その他事業
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 7,095 18,101 10,819 13  36,030  － 36,030

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － 10 － 882  893  △893 －

計  7,095 18,112 10,819 896  36,924  △893 36,030

営業利益  1,386 2,343 221 87  4,038  △1,255 2,783



２．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  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、内容は物流事業であります。

   ２．セグメント利益の調整額△1,353百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

     全社費用は、主に、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

３. 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。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。  

  

（のれんの金額の重要な変動） 

重要な変動はありません。  

  

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

紙製品 
化成品・
包装資材 

店舗用品

売上高               

外部顧客への売上高  7,253  18,532  11,568  －  37,354  －  37,354

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  10  －  840  850  △850  －

計  7,253  18,542  11,568  840  38,204  △850  37,354

セグメント利益  1,389 1,902  109  58  3,460  △1,353  2,106

（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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