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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 20,910 7.3 223 △78.9 695 △44.5 316 △50.0
25年3月期第3四半期 19,492 △0.8 1,062 △34.6 1,254 △17.9 632 △33.4

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,126百万円 （90.3％） 25年3月期第3四半期 591百万円 （△43.7％）

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3四半期 35.91 ―
25年3月期第3四半期 72.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 31,571 22,341 70.5
25年3月期 30,330 21,572 70.9
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 22,248百万円 25年3月期 21,490百万円

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

25年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
26年3月期 ― 20.00 ―
26年3月期（予想） 20.00 40.00

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）

（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 26,400 5.2 100 △87.4 300 △77.0 100 △84.8 11.36



(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 ： 無 

(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 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく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
務諸表に対するレビュー手続は終了していません。 

※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、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３ページ「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。 
また、当社は「株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)」を導入しており、株式給付信託が所有する当社株式については、自己株式に含めております。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 9,541,335 株 25年3月期 9,541,335 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 742,248 株 25年3月期 742,248 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 8,799,087 株 25年3月期3Q 8,773,214 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀による金融政策等を背

景に円安や株高が進行したことから、輸出企業を中心に企業業績は改善してきておりますが、輸入資

材・燃料等の価格上昇や海外景気の下振れリスク等により、先行き不透明な状況で推移いたしました。

当グループの属する日用品業界におきましては、雇用環境は改善しつつあるものの所得は横ばいのま

まであること等から、消費者の日用品に対する節約志向は継続する一方で、原油価格の上昇及び円安等

による製造コストの上昇や競合他社との価格競争が激しさを増していること等、経営環境は厳しい状況

で推移いたしました。 

このような環境の中、当グループでは、当業界のリーディングメーカーとして競合他社を圧倒する新

製品提案及び販促キャンペーン「日本全国【激落ち】祭り」等の拡販策によるシェアの獲得・販路の拡

大を優先するとともに、引き続き内製化を推進し製品供給体制の強化や商材の拡充等に努めてまいりま

した。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は209億10百万円(前年同期比7.3％増)となり、為替

が円安で推移し調達コストが上昇したこと等から営業利益は2億23百万円(前年同期比78.9％減)、経常

利益は6億95百万円(前年同期比44.5％減)、四半期純利益は3億16百万円(前年同期比50.0％減)となりま

した。 

なお、事業の品目別の売上高の状況は、次のとおりであります。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ12億41百万円増加し、315億

71百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ13億97百万円増加し、193億98百万円となりました。主な増加

は、受取手形及び売掛金の増加13億92百万円、投資有価証券からの振替等による有価証券の増加5億3百

万円、前払費用の増加等によるその他の増加4億37百万円、原材料及び貯蔵品の増加2億27百万円であ

り、主な減少は、現金及び預金の減少13億10百万円であります。  

固定資産は、前連結会計年度末に比べ1億56百万円減少し、121億72百万円となりました。主な増加

は、金型投資等による有形固定資産の増加3億21百万円であり、主な減少は、投資有価証券の減少等に

よる投資その他の資産の減少4億12百万円であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

品目の名称
前第３四半期連結累計期間  

(百万円)

当第３四半期連結累計期間 

(百万円)
前年同期比(％)

収納・インテリア用品 2,788 2,736 △1.9

サニタリー用品 3,737 3,978 ＋6.4

洗濯用品 1,957 1,870 △4.5

清掃用品 2,906 3,505 ＋20.6

キッチン用品 2,515 2,697 ＋7.3

ベビー・キッズ用品 2,103 2,767 ＋31.6

その他 3,482 3,354 △3.7

合計 19,492 20,910 ＋7.3
 

（２）財政状態に関する説明
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負債は、前連結会計年度末に比べ4億72百万円増加し、92億29百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ80百万円増加し、29億44百万円となりました。主な増加は、未

払金の増加等によるその他の増加2億55百万円であり、主な減少は、賞与引当金の減少1億65百万円であ

ります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ3億91百万円増加し、62億85百万円となりました。主な増加

は、長期借入金の増加4億57百万円及び繰延税金負債の増加等によるその他の増加1億47百万円であり、

主な減少は、社債の減少1億56百万円であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ7億68百万円増加し、223億41百万円となりました。これは主に、

円安による為替換算調整勘定の増加5億61百万円及び株高によるその他有価証券評価差額金の増加2億15

百万円によるものであります。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年10月31日に公表いたしました通期の業績予想に

変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,793 5,483

受取手形及び売掛金 3,532 4,924

有価証券 403 906

商品及び製品 4,513 4,599

仕掛品 248 314

原材料及び貯蔵品 716 943

その他 1,794 2,232

貸倒引当金 △2 △5

流動資産合計 18,000 19,398

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,032 3,955

その他（純額） 4,360 4,759

有形固定資産合計 8,393 8,715

無形固定資産   

のれん 71 －

その他 200 206

無形固定資産合計 272 206

投資その他の資産   

投資有価証券 3,037 2,562

その他 661 723

貸倒引当金 △35 △35

投資その他の資産合計 3,663 3,250

固定資産合計 12,329 12,172

資産合計 30,330 31,571
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 665 633

短期借入金 131 172

未払法人税等 284 264

賞与引当金 316 151

その他 1,466 1,721

流動負債合計 2,863 2,944

固定負債   

社債 260 104

長期借入金 4,671 5,128

退職給付引当金 328 308

役員退職慰労引当金 342 361

資産除去債務 35 36

負ののれん 114 57

その他 140 288

固定負債合計 5,893 6,285

負債合計 8,757 9,229

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,491 5,491

資本剰余金 7,109 7,023

利益剰余金 9,421 9,380

自己株式 △1,129 △1,043

株主資本合計 20,893 20,852

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 547 763

繰延ヘッジ損益 △4 18

為替換算調整勘定 54 615

その他の包括利益累計額合計 597 1,396

少数株主持分 81 92

純資産合計 21,572 22,341

負債純資産合計 30,330 31,571
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（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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 19,492 20,910

売上原価 12,445 14,624

売上総利益 7,046 6,286

販売費及び一般管理費 5,983 6,062

営業利益 1,062 223

営業外収益   

受取利息 12 26

受取配当金 28 31

負ののれん償却額 57 57

デリバティブ評価益 164 216

為替差益 － 192

助成金収入 9 0

その他 59 16

営業外収益合計 330 541

営業外費用   

支払利息 37 39

為替差損 70 －

支払保証料 3 1

その他 27 27

営業外費用合計 139 68

経常利益 1,254 695

特別利益   

投資有価証券売却益 12 －

補助金収入 － 93

企業誘致助成金 － 90

特別利益合計 12 183

特別損失   

固定資産除却損 6 1

投資有価証券評価損 5 －

特別損失合計 12 1

税金等調整前四半期純利益 1,255 878

法人税、住民税及び事業税 555 529

法人税等調整額 59 19

法人税等合計 614 548

少数株主損益調整前四半期純利益 640 330

少数株主利益 8 13

四半期純利益 632 316
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 640 330

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47 215

繰延ヘッジ損益 11 19

為替換算調整勘定 △13 561

その他の包括利益合計 △48 796

四半期包括利益 591 1,126

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 583 1,115

少数株主に係る四半期包括利益 8 10
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）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）
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