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1.  平成24年8月期第1四半期の業績（平成23年9月1日～平成23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 ％

24年8月期第1四半期 1,951 △0.4 117 43.6 117 40.8 67 45.5
23年8月期第1四半期 1,960 3.7 81 17.7 83 44.0 46 49.2

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

24年8月期第1四半期 8.36 ―
23年8月期第1四半期 5.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第1四半期 4,736 2,228 47.1
23年8月期 4,398 2,198 50.0
（参考） 自己資本   24年8月期第1四半期  2,228百万円 23年8月期  2,198百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年8月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
24年8月期 ―
24年8月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成24年8月期の業績予想（平成23年9月1日～平成24年8月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 3,800 2.1 112 △5.0 110 △7.4 52 △17.8 6.46
通期 7,200 4.9 110 138.7 100 197.7 50 ― 6.21



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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） 24年8月期1Q 9,154,442 株 23年8月期 9,154,442 株
② 期末自己株式数 24年8月期1Q 1,103,912 株 23年8月期 1,103,912 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期1Q 8,050,530 株 23年8月期1Q 8,051,495 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については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による落ち込みから緩やかな持ち直しの動きがある

ものの、欧州債務危機問題等による円高傾向など、景気全般において先行き不透明な状況で推移いたしました。 

  このような環境の中、自社企画製品は、ｅコマース（オンラインショップ）の利用者増加策の推進や、販促資材

の受注増加に努めましたが、中小スーパー等小売店の販売不振もあり、売上高は300百万円（前年同四半期比4.5％

減）となりました。 

  別注製品は、製品製作に関連する企画料・デザイン料の売上等が堅調に推移したものの、一部小売業からの受注

減少もあり、売上高は1,082百万円（前年同四半期比0.3％減）となりました。 

  商品は、消費者向け販促キャンペーンでの景品受注が順調に推移し、売上高は568百万円（前年同四半期比1.5％

増）となりました。 

  この結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,951百万円（前年同四半期比0.4％減）となりました。 

  一方損益面では、受注案件ごとの採算管理徹底による売上総利益率の改善や、販売費及び一般管理費の削減によ

り、営業利益は117百万円（前年同四半期比43.6％増）、経常利益117百万円（前年同四半期比40.8％増）、四半期

純利益67百万円（前年同四半期比45.5％増）となりました。 

  なお、当社は広告等販売促進用品の企画・製作及び販売等を行う事業の単一セグメントのため、セグメント情報

の記載を省略しております。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間の総資産は、前事業年度比338百万円増加し4,736百万円となりました。  

 流動資産は、現金及び預金が73百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が257百万円増加したこと、商品及び

製品が110百万円増加したこと等により、前事業年度比335百万円増加の2,991百万円となりました。 

 固定資産は、有形固定資産が３百万円増加したこと、無形固定資産が３百万円増加したこと、投資その他の資産

が３百万円減少したことにより、前事業年度比３百万円増加の1,745百万円となりました。   

 流動負債は、支払手形及び買掛金が201百万円増加したこと、未払法人税等が79百万円増加したこと、賞与引当

金が79百万円減少したこと等により、前事業年度比316百万円増加の1,945百万円となりました。 

 固定負債は、長期借入金が19百万円減少したこと、退職給付引当金が６百万円増加したこと等により、前事業年

度比８百万円減少の562百万円となりました。 

 純資産は、前事業年度比29百万円増加の2,228百万円となりました。   

  

（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、平成23年10月12日に公表した業績予想に変更はありません。    

  

（１）四半期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。  

  

（２）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。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年８月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 889,855 816,115

受取手形及び売掛金 1,071,300 1,328,776

有価証券 100,000 100,000

商品及び製品 442,615 553,244

仕掛品 28,942 31,752

原材料及び貯蔵品 3,861 4,714

その他 122,736 160,348

貸倒引当金 △3,400 △3,800

流動資産合計 2,655,911 2,991,152

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 257,088 254,689

土地 934,336 934,336

その他（純額） 29,734 35,565

有形固定資産合計 1,221,159 1,224,590

無形固定資産 27,224 30,467

投資その他の資産   

その他 495,905 492,004

貸倒引当金 △1,888 △1,520

投資その他の資産合計 494,016 490,483

固定資産合計 1,742,400 1,745,541

資産合計 4,398,311 4,736,694

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 961,255 1,163,208

短期借入金 200,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 98,743 92,494

未払法人税等 9,100 88,100

賞与引当金 82,000 3,000

その他 277,191 448,316

流動負債合計 1,628,290 1,945,118

固定負債   

長期借入金 111,741 91,746

退職給付引当金 47,127 53,844

役員退職慰労引当金 389,348 393,362

その他 22,958 23,796

固定負債合計 571,175 562,749

負債合計 2,199,466 2,507,868



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年８月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年11月30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 1,632,520 1,667,640

自己株式 △262,596 △262,596

株主資本合計 2,197,453 2,232,573

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,392 △3,747

評価・換算差額等合計 1,392 △3,747

純資産合計 2,198,845 2,228,826

負債純資産合計 4,398,311 4,736,694



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 1,960,458 1,951,791

売上原価 1,206,967 1,184,986

売上総利益 753,491 766,805

販売費及び一般管理費 671,967 649,740

営業利益 81,523 117,065

営業外収益   

受取利息及び配当金 600 616

その他 2,624 1,276

営業外収益合計 3,224 1,892

営業外費用   

支払利息 1,292 1,130

為替差損 35 237

その他 － 128

営業外費用合計 1,327 1,496

経常利益 83,420 117,461

税引前四半期純利益 83,420 117,461

法人税、住民税及び事業税 68,783 85,938

法人税等調整額 △31,623 △35,799

法人税等合計 37,159 50,139

四半期純利益 46,261 67,321



 該当事項はありません。 

  

  

 当社は広告等販売促進用品の企画・製作及び販売等を行う事業の単一セグメントのため、記載を省略しておりま

す。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）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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