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1.  平成24年8月期第3四半期の業績（平成23年9月1日～平成24年5月31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3四半期 5,498 6.3 243 300.8 247 399.1 114 ―
23年8月期第3四半期 5,170 △5.3 60 △56.0 49 △59.8 7 △86.5

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

24年8月期第3四半期 14.21 ―
23年8月期第3四半期 0.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第3四半期 4,479 2,280 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3四半期  2,280百万円 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  ：  有   

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 4.9 175 279.8 170 406.1 75 ― 9.32



(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） 

※  注記事項

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3Q 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3Q 1,104,310 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3Q 8,050,450 株 23年8月期3Q 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の厳しい状況から改善する動きがみられたもの

の、欧州政府債務危機や原油価格の高騰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とな

っております。 

  このような環境の中で、当社は、情報共有による消費者向け販促キャンペーンの受注強化や、ユーザーニーズに

フィットした企画・提案力の充実に努めました。 

  自社企画製品は、ｅコマース（オンラインショップ）を利用した受注増による効果が徐々に現れてきています

が、生活必需品中心のスーパー等小売店の販売不振もあり、当第３四半期累計期間の売上高は866百万円（前年同

四半期比1.8％減）となりました。 

  別注製品は、消費者向け販促キャンペーンの受注が堅調であったことや、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た結果、当第３四半期累計期間の売上高は3,082百万円（前年同四半期比6.6％増）となりまし

た。 

  商品は、イベント景品受注が増加し、当第３四半期累計期間の売上高は1,549百万円（前年同四半期比11.0％

増）となりました。 

  以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は5,498百万円（前年同四半期比6.3％増）となりました。 

  一方、当第３四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243百万円（前

年同四半期比300.8％増）、経常利益は247百万円（前年同四半期比399.1％増）、四半期純利益は114百万円（前年

同四半期は７百万円の四半期純利益）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３四半期会計期間の総資産は、前事業年度に比べ80百万円増加し4,479百万円となりました。  

 流動資産は、現金及び預金が44百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が80百万円増加したこと、商品及び製

品が62百万円増加したこと等により、前事業年度比105百万円増加の2,761百万円となりました。 

 固定資産は、有形固定資産が８百万円減少したこと、投資その他の資産が16百万円減少したこと等により、前事

業年度比25百万円減少の1,717百万円となりました。   

 流動負債は、短期借入金が150百万円減少したこと、未払法人税等が106百万円増加したこと、賞与引当金が69百

万円減少したこと等により、前事業年度比44百万円減少の1,584百万円となりました。 

 固定負債は、長期借入金が15百万円増加したこと、退職給付引当金が20百万円増加したこと等により、前事業年

度比43百万円増加の614百万円となりました。 

 純資産は、前事業年度比81百万円増加の2,280百万円となりました。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年８月期通期業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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３四半期会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 889,855 845,653

受取手形及び売掛金 1,071,300 1,152,122

有価証券 100,000 100,000

商品及び製品 442,615 505,427

仕掛品 28,942 24,838

原材料及び貯蔵品 3,861 3,777

その他 122,736 133,463

貸倒引当金 △3,400 △3,400

流動資産合計 2,655,911 2,761,883

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 257,088 246,999

土地 934,336 934,336

その他（純額） 29,734 30,861

有形固定資産合計 1,221,159 1,212,197

無形固定資産 27,224 27,751

投資その他の資産   

その他 495,905 478,985

貸倒引当金 △1,888 △1,553

投資その他の資産合計 494,016 477,431

固定資産合計 1,742,400 1,717,380

資産合計 4,398,311 4,479,263

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 961,255 945,669

短期借入金 200,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 98,743 104,976

未払法人税等 9,100 115,100

賞与引当金 82,000 12,400

その他 277,191 356,053

流動負債合計 1,628,290 1,584,198

固定負債   

長期借入金 111,741 126,760

退職給付引当金 47,127 67,309

役員退職慰労引当金 389,348 401,394

その他 22,958 19,444

固定負債合計 571,175 614,908

負債合計 2,199,466 2,199,107



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年８月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年５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 1,632,520 1,714,709

自己株式 △262,596 △262,651

株主資本合計 2,197,453 2,279,587

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,392 568

評価・換算差額等合計 1,392 568

純資産合計 2,198,845 2,280,156

負債純資産合計 4,398,311 4,479,263



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 5,170,518 5,498,324

売上原価 3,192,061 3,372,705

売上総利益 1,978,456 2,125,619

販売費及び一般管理費 1,917,588 1,881,668

営業利益 60,867 243,951

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,780 2,858

受取手数料 768 3,198

その他 3,279 1,425

営業外収益合計 6,827 7,482

営業外費用   

支払利息 4,088 2,996

為替差損 389 388

投資有価証券評価損 13,383 －

その他 215 421

営業外費用合計 18,077 3,806

経常利益 49,618 247,626

特別損失   

固定資産除却損 61 －

特別損失合計 61 －

税引前四半期純利益 49,556 247,626

法人税、住民税及び事業税 22,868 127,752

過年度法人税等 6,862 －

法人税等調整額 12,243 5,483

法人税等合計 41,974 133,236

四半期純利益 7,582 114,390



  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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