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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第２四半期  23,045  1.3  351  △54.7  364  △55.9  284  △36.6

25年３月期第２四半期  22,738  2.1  774  △10.2  828  △8.1  447  △9.9

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 139百万円（ ％） △69.8   25年３月期第２四半期 460百万円 （ ％） 2.1

  
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 

26年３月期第２四半期  12.10  －

25年３月期第２四半期  19.08  －

  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 

26年３月期第２四半期  36,283  30,285  83.4  1,289.16

25年３月期  37,221  30,403  81.5  1,292.32

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 30,257百万円   25年３月期 30,331百万円 

  
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 
25年３月期  － 11.00 － 11.00  22.00

26年３月期  － 11.00     

26年３月期（予想）     － 11.00  22.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  48,730  2.1  2,130  △12.6  2,220  △13.2  1,360  △13.7  57.94

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

－ － － －

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成

に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

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） 26年３月期２Ｑ 24,257,826株 25年３月期 24,257,826株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 787,225株 25年３月期 787,185株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 23,470,610株 25年３月期２Ｑ 23,470,769株

 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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

（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

注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測

情報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府及び日銀が一体となった財政・金融政策により円高修正

や株価の上昇など、一部においては明るい兆しが見られました。一方、当社が属する業界においては、為替変動に

よる輸入価格の値上がりや原材料価格の上昇など、極めて厳しい状況が続いております。 

このような状況のもとで、当社グループは基本理念である「お客様のニーズに迅速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。 

営業販売部門においては、新規顧客開拓と特注商品の受注獲得に注力すると共に、従来から推進してきた「重点

業界営業政策」を強化してきました。また、第１四半期から継続して実施しております主力商品の紙袋の拡販にお

いても売上拡大に貢献いたしました。 

店舗販売部門においては、取扱商品の見直し、売場のリニューアル、販売員の再教育など顧客満足への「基本の

徹底」に取り組みましたが、その効果が出るまでには至りませんでした。 

 利益面においては、円安等の理由により輸入品の仕入コストが上昇し、粗利率が低下いたしました。 

販売費及び一般管理費においては、業務の効率化による人件費削減等により、全体では前年並みに抑えることが

できました。しかしながら、営業利益は粗利率の低下が大きな要因となり、大幅な減少となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は230億45百万円（前年同期比1.3％増）となりました。利益

面においては、連結営業利益３億51百万円（前年同期比54.7％減）、連結経常利益３億64百万円（前年同期比

55.9％減）、連結四半期純利益２億84百万円（前年同期比36.6％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・紙器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。当第２四半期連結累計期間においては、当社オリジナル新商品開発に力を入れ販売強化に努め、紙袋全体の売

上を増加させることができました。この結果、紙製品事業の連結売上は43億66百万円（前年同期比0.6%増）となり

ました。 

〔化成品・包装資材事業〕 

 化成品・粘着テープ・食品関連包材・紐リボン等一般包装資材は社会ニーズに適合した商品開発を推進し、販売

強化を図っております。当第２四半期連結累計期間においては、引き続き化成品の特注品受注強化、食品容器関連

資材の売上強化に努めてまいりました。この結果、化成品・包装資材事業の連結売上は120億46百万円(前年同期比

2.5％増）となりました。 

〔店舗用品事業〕 

 事務用品・商店用品・日用雑貨等含む店舗用品事業は、オリジナルブランド商品を含め多岐に亘っております。

「店舗及びオフィスで使用するあらゆる物が揃う」をコンセプトにした販売体制を整え事業展開を進めておりま

す。当第２四半期連結累計期間においては、主力である文具・事務用品の拡販、日用雑貨品におけるオリジナルブ

ランド商品の開発に努め、しばらく続いていた低迷に歯止めがかかりました。この結果、店舗用品事業の連結売上

は、66億32百万円（前年同期比0.2％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は、362億83百万円となり、前連結会計年度末に比べて９億37百万

円減少しました。流動資産は182億32百万円となり、８億99百万円減少しました。主な要因は、現金及び預金が16

億59百万円減少し、たな卸資産が10億95百万円増加したこと等によるものであります。固定資産は180億51百万円

となり、37百万円減少しました。  

  当第２四半期連結会計期間末における負債合計は59億98百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億18百万円

減少しました。流動負債は38億４百万円となり、９億17百万円減少しました。主な要因は、支払手形及び買掛金が

２億14百万円減少、未払法人税等が５億17百万円減少したこと等によるものであります。また、固定負債は21億94

百万円となり、99百万円増加いたしました。主な要因は長期リース債務が63百万円増加したこと等によるものであ

ります。 

  当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、302億85百万円となり、１億18百万円減少しました。主な

要因は、その他有価証券評価差額金が91百万円減少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1.9ポイント上昇し、83.4％となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成25年10月21日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．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

 当第２四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（注記事項）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,964 6,304

受取手形及び売掛金 5,345 4,958

商品及び製品 4,697 5,733

原材料及び貯蔵品 485 545

その他 651 701

貸倒引当金 △11 △9

流動資産合計 19,132 18,232

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,345 5,190

土地 7,280 7,280

その他（純額） 1,552 1,803

有形固定資産合計 14,179 14,274

無形固定資産   

のれん 73 55

その他 1,273 1,131

無形固定資産合計 1,347 1,186

投資その他の資産   

その他 2,613 2,659

貸倒引当金 △51 △70

投資その他の資産合計 2,562 2,589

固定資産合計 18,088 18,051

資産合計 37,221 36,283



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,358 2,143

未払法人税等 772 255

賞与引当金 323 288

役員賞与引当金 41 19

その他 1,226 1,096

流動負債合計 4,722 3,804

固定負債   

退職給付引当金 765 799

その他 1,329 1,394

固定負債合計 2,095 2,194

負債合計 6,817 5,998

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 34,489 34,515

自己株式 △877 △877

株主資本合計 36,321 36,347

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 236 144

繰延ヘッジ損益 2 △6

土地再評価差額金 △6,228 △6,228

その他の包括利益累計額合計 △5,989 △6,090

少数株主持分 72 27

純資産合計 30,403 30,285

負債純資産合計 37,221 36,283



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 22,738 23,045

売上原価 15,258 15,971

売上総利益 7,480 7,074

販売費及び一般管理費 6,706 6,723

営業利益 774 351

営業外収益   

受取利息 19 13

受取配当金 1 1

受取賃貸料 13 14

為替差益 6 －

雑収入 62 68

営業外収益合計 103 97

営業外費用   

売上割引 42 21

為替差損 － 51

貸倒引当金繰入額 － 3

雑損失 6 8

営業外費用合計 49 83

経常利益 828 364

特別利益   

保険解約返戻金 0 8

投資有価証券売却益 － 100

特別利益合計 0 109

特別損失   

固定資産除却損 6 －

特別損失合計 6 －

税金等調整前四半期純利益 822 473

法人税等 383 234

少数株主損益調整前四半期純利益 439 239

少数株主損失（△） △8 △44

四半期純利益 447 284



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 439 239

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 25 △91

繰延ヘッジ損益 △3 △8

その他の包括利益合計 21 △100

四半期包括利益 460 139

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 470 183

少数株主に係る四半期包括利益 △9 △44



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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 822 473

減価償却費 405 483

のれん償却額 38 18

固定資産除却損 6 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △100

保険解約返戻金 △0 △8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31 33

賞与引当金の増減額（△は減少） 40 △34

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18 △21

受取利息及び受取配当金 △20 △14

為替差損益（△は益） △6 5

売上債権の増減額（△は増加） 265 387

たな卸資産の増減額（△は増加） 91 △1,095

仕入債務の増減額（△は減少） △392 △214

その他 △264 △257

小計 988 △327

利息及び配当金の受取額 20 14

法人税等の支払額 △813 △748

営業活動によるキャッシュ・フロー 196 △1,061

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 △110 △112

定期預金の払戻による収入 10 110

有形固定資産の取得による支出 △788 △173

有形固定資産の売却による収入 21 450

無形固定資産の取得による支出 △57 △73

無形固定資産の売却による収入 40 －

投資有価証券の取得による支出 △6 △26

投資有価証券の売却による収入 － 117

貸付けによる支出 － △24

貸付金の回収による収入 2 2

その他 △40 △85

投資活動によるキャッシュ・フロー △927 183

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △32 △520

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △234 △259

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 △268 △779

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △992 △1,662

現金及び現金同等物の期首残高 6,924 7,820

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,931 6,158



  該当事項はありません。   

   

  該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日） 

１．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 

（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△810百万円は、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。   

  

２．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 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30日） 

１．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 

（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△825百万円は、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。   

  

２．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 

該当事項はありません。 

   

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （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  4,341  11,754  6,642  －  22,738  －  22,738

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  4  －  464  468  △468  －

計  4,341  11,759  6,642  464  23,207  △468  22,738

セグメント利益 

又は損失（△）  
 546  1,082  △22  △22  1,584  △810  774

  （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  4,366  12,046  6,632  －  23,045  －  23,045

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  6  －  491  498  △498  －

計  4,366  12,053  6,632  491  23,543  △498  23,045

セグメント利益 

又は損失（△）  
 558  592  34  △10  1,176  △825  351
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