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1.  平成24年8月期第2四半期の業績（平成23年9月1日～平成24年2月29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2四半期 3,781 1.6 224 90.2 227 91.5 106 67.7
23年8月期第2四半期 3,721 △0.8 117 △3.1 118 10.5 63 23.9

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2四半期 13.18 ―
23年8月期第2四半期 7.86 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第2四半期 4,475 2,278 50.9
23年8月期 4,398 2,198 50.0
（参考） 自己資本   24年8月期第2四半期  2,278百万円 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 ― 0.00
24年8月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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2Q 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2Q 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2Q 8,050,530 株 23年8月期2Q 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）３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２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気低迷から回復の兆しがみられる

ものの、急速な円高の進行や、欧州政府債務危機を背景とした世界経済の減速などにより、先行きは依然として

不透明な状況となっております。 

  このような環境の中で、店頭プロモーションの強化・拡大に向け、メーカーと小売店との融合企画である消費

者向け販促キャンペーンの提案強化を重点施策として推進するとともに、インターネットを活用してＰＯＰ資材

を受注・販売するｅコマース（オンラインショップ）や動画ＰＯＰの受注増など、デジタル手法の販促事業強化

をすすめております。 

  自社企画製品は、旬の食材を使用した動画ＰＯＰ・レシピＰＯＰ事業の強化や、企画物を中心としたタイトル

ポップの充実、ｅコマース（オンラインショップ）を利用したユーザーからの受注増に取り組んでおりますが、

生活必需品中心のスーパー等小売店が販売不振であった影響もあり、当第２四半期累計期間の売上高は633百万円

（前年同四半期比2.9％減）となりました。 

  別注製品は、ワンストップを可能としたオリジナル企画としての消費者向け販促キャンペーンの受注拡大、製

品製作に関連する企画料・デザイン料の売上獲得に努めました。当第２四半期累計期間の売上高は2,037百万円

（前年同四半期比0.1％増）となりました。 

  商品は、企画提案によるイベント景品受注が増加し、当第２四半期累計期間の売上高は1,110百万円（前年同四

半期比7.5％増）となりました。 

  以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は3,781百万円（前年同四半期比1.6％増）となりました。 

  当第２四半期累計期間の損益面では、販売費及び一般管理費の削減が寄与し、営業利益は224百万円（前年同四

半期比90.2％増）、経常利益は227百万円（前年同四半期比91.5％増）、四半期純利益は、法人税率変更による繰

延税金資産の取り崩しが発生したものの、106百万円（前年同四半期比67.7％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２四半期会計期間の総資産は、前事業年度に比べ77百万円増加し4,475百万円となりました。  

 流動資産は、現金及び預金が122百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が148百万円増加したこと、商品及

び製品が90百万円増加したこと等により、前事業年度比88百万円増加の2,744百万円となりました。 

 固定資産は、有形固定資産が１百万円減少したこと、無形固定資産が１百万円増加したこと、投資その他の資

産が11百万円減少したことにより、前事業年度比10百万円減少の1,731百万円となりました。   

 流動負債は、短期借入金が50百万円減少したこと、未払法人税等が84百万円増加したこと、賞与引当金が50百

万円減少したこと等により、前事業年度比17百万円増加の1,645百万円となりました。 

 固定負債は、長期借入金が39百万円減少したこと、退職給付引当金が13百万円増加したこと等により、前事業

年度比19百万円減少の551百万円となりました。 

 純資産は、前事業年度比79百万円増加の2,278百万円となりました。   

    

  （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度に比べ92百万円減

少し、321百万円となりました。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２四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は21百万円（前年同四半期比131百万円減）と

なりました。これは、税引前四半期純利益227百万円を獲得したこと、賞与引当金の減少額50百万円、売上債権

の増加額147百万円、たな卸資産の増加額84百万円及び仕入債務の増加額33百万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２四半期累計期間において、投資活動の結果得られた資金は24百万円（前年同四半期比88百万円減）と

なりました。これは、定期預金の減少額30百万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２四半期累計期間において、財務活動の結果使用した資金は138百万円（前年同四半期比93百万円増）と

なりました。これは、短期借入金の純減少額50百万円、長期借入金の返済による支出52百万円があったこと等

によるものです。   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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。 

  

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（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２四半期会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 889,855 767,271

受取手形及び売掛金 1,071,300 1,219,314

有価証券 100,000 100,000

商品及び製品 442,615 532,897

仕掛品 28,942 24,048

原材料及び貯蔵品 3,861 3,285

その他 122,736 100,950

貸倒引当金 △3,400 △3,600

流動資産合計 2,655,911 2,744,166

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 257,088 251,994

土地 934,336 934,336

その他（純額） 29,734 33,785

有形固定資産合計 1,221,159 1,220,116

無形固定資産 27,224 29,179

投資その他の資産   

その他 495,905 484,012

貸倒引当金 △1,888 △1,519

投資その他の資産合計 494,016 482,493

固定資産合計 1,742,400 1,731,789

資産合計 4,398,311 4,475,956

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 961,255 994,872

短期借入金 200,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 98,743 86,245

未払法人税等 9,100 93,400

賞与引当金 82,000 32,000

その他 277,191 289,269

流動負債合計 1,628,290 1,645,786

固定負債   

長期借入金 111,741 71,751

退職給付引当金 47,127 60,628

役員退職慰労引当金 389,348 397,378

その他 22,958 21,620

固定負債合計 571,175 551,378

負債合計 2,199,466 2,197,165



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年８月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年２月29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 1,706,430

自己株式 △262,596 △262,596

株主資本合計 2,197,453 2,271,363

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,392 7,427

評価・換算差額等合計 1,392 7,427

純資産合計 2,198,845 2,278,790

負債純資産合計 4,398,311 4,475,956



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 3,721,698 3,781,539

売上原価 2,275,835 2,298,424

売上総利益 1,445,863 1,483,114

販売費及び一般管理費 1,328,010 1,258,938

営業利益 117,852 224,176

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,003 2,233

受取手数料 496 2,474

その他 3,190 1,207

営業外収益合計 5,691 5,915

営業外費用   

支払利息 2,805 2,087

為替差損 222 218

投資有価証券評価損 1,479 －

その他 204 242

営業外費用合計 4,713 2,548

経常利益 118,830 227,542

税引前四半期純利益 118,830 227,542

法人税、住民税及び事業税 36,086 88,975

法人税等調整額 19,457 32,455

法人税等合計 55,543 121,431

四半期純利益 63,286 106,111



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29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 118,830 227,542

減価償却費 17,301 18,596

貸倒引当金の増減額（△は減少） △226 △169

賞与引当金の増減額（△は減少） △43,300 △50,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,124 13,501

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,495 8,030

受取利息及び受取配当金 △2,003 △2,233

支払利息 2,805 2,087

投資有価証券評価損益（△は益） 1,479 －

売上債権の増減額（△は増加） 50,923 △147,649

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,318 △84,811

仕入債務の増減額（△は減少） 11,791 33,616

その他の資産の増減額（△は増加） △24,116 4,910

その他の負債の増減額（△は減少） 48,544 2,988

その他 247 43

小計 192,967 26,454

利息及び配当金の受取額 2,011 2,225

利息の支払額 △2,755 △2,078

法人税等の支払額 △38,636 △5,003

営業活動によるキャッシュ・フロー 153,587 21,597

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） 125,713 30,000

有形固定資産の取得による支出 △251 △6,212

投資有価証券の取得による支出 △872 △852

長期貸付金の回収による収入 600 600

従業員に対する長期貸付けによる支出 △2,500 －

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 642 858

その他 △9,937 222

投資活動によるキャッシュ・フロー 113,394 24,616

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） 50,000 △50,000

リース債務の返済による支出 △2,239 △4,101

長期借入金の返済による支出 △52,488 △52,488

配当金の支払額 △40,446 △32,165

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,173 △138,754

現金及び現金同等物に係る換算差額 △247 △43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 221,561 △92,584

現金及び現金同等物の期首残高 187,927 413,855

現金及び現金同等物の四半期末残高 409,488 321,271



 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。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（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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