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1.  平成25年8月期第3四半期の業績（平成24年9月1日～平成25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 ％

25年8月期第3四半期 5,493 △0.1 164 △32.8 169 △31.5 96 △15.8
24年8月期第3四半期 5,498 6.3 243 300.8 247 399.1 114 ―

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

25年8月期第3四半期 11.97 ―
24年8月期第3四半期 14.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年8月期第3四半期 4,493 2,329 51.8
24年8月期 4,346 2,252 51.8
（参考） 自己資本   25年8月期第3四半期  2,329百万円 24年8月期  2,252百万円

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

24年8月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年8月期 ― 0.00 ―
25年8月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成25年 8月期の業績予想（平成24年 9月 1日～平成25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 7,300 2.1 225 11.3 220 8.1 120 50.2 14.91



(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 

「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に
関する事項 （2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年8月期3Q 9,154,442 株 24年8月期 9,154,442 株
② 期末自己株式数 25年8月期3Q 1,105,897 株 24年8月期 1,105,510 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期3Q 8,048,662 株 24年8月期3Q 8,050,450 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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料Ｐ．２「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」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我が国経済は、財政・金融政策の効果などから、過度な円高が修正され、一部輸

出企業の業績が回復するなど明るい兆しが見えてきております。また、個人消費に関しても一部持ち直しの動きが

見られますが、雇用・所得環境は依然として厳しく先行きにも不透明感が残っております。 

  このような環境の中で、当社はメーカー・小売りのタイアップ企画である消費者向け販促キャンペーンの受注強

化や、動画ＰＯＰに代表されるデジタルサイネージ（デジタル技術を活用した広告媒体）など、新しい販促製品・

サービスを組み込んだ企画・提案に注力して参りました。 

  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おりますが、

生活必需品中心のスーパー等小売店がデフレ経済の影響を受けて販売不振が続き、販促費を削減したこと等によ

り、当第３四半期累計期間の売上高は842百万円（前年同四半期比2.8%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だったこと等により、当第３四半期累計期間の売上高は

3,170百万円（前年同四半期比2.9%増）となりました。 

  商品は飲料メーカー等からのスポット受注の減少もあり、当第３四半期累計期間の売上高は1,479百万円（前年

同四半期比4.5%減）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5,493百万円（前年同四半期比0.1%減）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が1,898百万円（前年同四半期比0.9%増）と

微増となり、営業利益は164百万円（前年同四半期比32.8%減）、経常利益は169百万円（前年同四半期比31.5%

減）、四半期純利益は96百万円（前年同四半期比15.8%減）となりました。 

  なお、当社は広告等販売促進用品の企画・制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３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度に比べ146百万円増加し4,493百万円となりました。  

 流動資産は、現金及び預金が49百万円増加したこと、商品及び製品が123百万円増加したこと等により、前事業

年度比92百万円増加の2,718百万円となりました。 

 固定資産は、有形固定資産が16百万円増加したこと、投資その他の資産が38百万円増加したこと等により、前事

業年度比54百万円増加の1,775百万円となりました。   

 流動負債は、短期借入金が200百万円増加したこと、未払法人税等が109百万円減少したこと、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33百万円増加の1,526百万円となりました。 

 固定負債は、長期借入金が50百万円減少したこと、退職給付引当金が48百万円増加したこと等により、前事業年

度比35百万円増加の637百万円となりました。 

 純資産は、前事業年度比77百万円増加の2,329百万円となりました。        

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当社は現在、夏場の飲料メーカー向け販促キャンペーンの受注強化や、販売費及び一般管理費の削減を実施中で

あり、現時点では平成24年10月11日に公表した業績予想の修正はございません。  

   

   

（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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年９月１日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。   

 これによる損益に与える影響は軽微であります。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年８月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 873,497 922,755

受取手形及び売掛金 1,096,868 1,083,940

商品及び製品 441,740 565,718

仕掛品 45,132 24,709

原材料及び貯蔵品 3,188 3,405

その他 168,108 120,277

貸倒引当金 △2,800 △2,800

流動資産合計 2,625,734 2,718,005

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 242,003 230,610

土地 934,336 934,336

その他（純額） 34,922 62,551

有形固定資産合計 1,211,263 1,227,498

無形固定資産 28,391 28,545

投資その他の資産   

その他 482,379 520,224

貸倒引当金 △792 △561

投資その他の資産合計 481,586 519,663

固定資産合計 1,721,241 1,775,707

資産合計 4,346,976 4,493,712

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 893,599 896,207

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 103,350 75,046

未払法人税等 122,100 12,900

賞与引当金 82,500 13,400

その他 291,286 329,150

流動負債合計 1,492,836 1,526,703

固定負債   

長期借入金 102,142 51,714

退職給付引当金 73,956 122,899

役員退職慰労引当金 405,409 418,660

その他 20,425 44,086

固定負債合計 601,932 637,361

負債合計 2,094,769 2,164,064



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年８月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25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 1,680,203 1,736,264

自己株式 △262,808 △262,857

株主資本合計 2,244,924 2,300,936

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,282 28,711

評価・換算差額等合計 7,282 28,711

純資産合計 2,252,207 2,329,648

負債純資産合計 4,346,976 4,493,712



（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23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 5,498,324 5,493,053

売上原価 3,372,705 3,430,322

売上総利益 2,125,619 2,062,730

販売費及び一般管理費 1,881,668 1,898,718

営業利益 243,951 164,011

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,858 1,382

受取手数料 3,198 1,414

投資有価証券売却益 － 2,783

助成金収入 324 1,648

その他 1,101 867

営業外収益合計 7,482 8,096

営業外費用   

支払利息 2,996 2,525

為替差損 388 －

その他 421 6

営業外費用合計 3,806 2,532

経常利益 247,626 169,575

税引前四半期純利益 247,626 169,575

法人税、住民税及び事業税 127,752 75,678

法人税等調整額 5,483 △2,408

法人税等合計 133,236 73,269

四半期純利益 114,390 96,305



 該当事項はありません。   

   

   

 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。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等
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