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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 10,090 27.1 44 △56.8 71 △62.6 28 △72.7
25年3月期第3四半期 7,939 ― 102 ― 191 ― 104 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 129百万円 （17.9％） 25年3月期第3四半期 109百万円 （―％）

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 4.44 ―
25年3月期第3四半期 15.54 ―

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3四半期 7,909 1,994 25.2 309.35
25年3月期 7,675 1,913 24.9 296.77
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 1,994百万円 25年3月期 1,913百万円

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 ― 0.00 ― 7.50 7.50
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 7.50 7.50

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 ： 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 13,572 19.3 93 △29.7 133 △59.7 47 △75.3 7.44



(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※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、四半期決算短信（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。 

※ 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 6,850,000 株 25年3月期 6,850,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 402,000 株 25年3月期 402,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 6,448,000 株 25年3月期3Q 6,749,135 株
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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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の積極的な経済政策や日本銀行の金融緩

和策によって、円高の是正や株価回復が進み、企業業績の改善や個人消費の持ち直し等、全体とし

て景気回復に向けた動きが見られました。しかしながら、欧州の債務問題や中国の経済停滞等の懸

念材料もあり、円安による輸入価格の上昇、さらには消費税率引き上げ等景気を下押しするリスク

もあり、依然景気の先行きは楽観視できない状況にあります。 

当社グループを取り巻く環境は、為替変動などの影響を受けて原材料や商品の仕入価格が上昇し

たことに加え、他社との競合も激しさを増しており、厳しい事業環境となりました。 

このような中、当社は株式会社ＣＳ及び株式会社クルーを子会社化したことにより、商品企画開

発力及び調達力をグループ全体の力として活用し、互いの顧客基盤を共有化することで新たなチャ

ネルの創造、人材や設備さらにはノウハウの活用等、グループとしての収益力の向上と強固な事業

基盤の再構築を進めてまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,090百万円（前年同期比27.1％増）となりま

した。利益面につきましては、営業利益は44百万円（前年同期比56.8％減）、デリバティブ評価益

があったことから経常利益は71百万円（前年同期比62.6％減）、四半期純利益は28百万円（前年同

期比72.7％減）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

（パッケージ事業） 

当セグメントにおきましては、原材料価格の高騰もあり厳しい状況が続く中、新たなマーケット

の掘り起こしと顧客開拓に努めてまいりました。その結果、売上高は6,440百万円（前年同期比

18.0％増）となりました。 

 

（メディアネットワーク事業） 

当セグメントにおきましては、機械化ウエイトを高めることで、一気通貫サービスの強化と新た

な案件の獲得に注力してまいりました。その結果、売上高は1,952百万円（前年同期比0.2％増）と

なりました。 

 

（日用雑貨品事業） 

当セグメントにおきましては、物流の効率化を進め、調達ルートを開拓することにより原価逓減

を進めてまいりました。その結果、売上高は2,119百万円（前年同期比265.7％増）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は7,909百万円となり、前事業年度末に比べ234百万円増加

しました。これは主に現金及び預金、商品及び製品、投資その他の資産の増加等によるものであり

ます。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は5,914百万円となり、前事業年度末に比べ152百万円増

加しました。これは主に短期借入金の増加等によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,994百万円となり、前事業年度末に比べ81

百万円増加しました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加等であります。 
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(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期の業績予想につきましては、当第３四半期累計期間における業績の進捗を勘案し業績の見直

しを行った結果、平成25年５月10日に公表いたしました予想を修正しております。 

なお、詳細につきましては、本日（平成26年２月７日）公表いたしました「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。 
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

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 530,780 720,206

受取手形及び売掛金 2,552,865 2,249,160

商品及び製品 867,216 1,025,137

仕掛品 100,597 80,178

原材料 29,080 10,990

未収還付法人税等 － 19,926

未収消費税等 － 10,665

その他 730,450 754,312

貸倒引当金 △18,398 △11,554

流動資産合計 4,792,592 4,859,024

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,222,638 1,211,005

その他（純額） 615,597 632,472

有形固定資産合計 1,838,235 1,843,478

無形固定資産   

のれん 233,243 194,369

その他 31,819 24,739

無形固定資産合計 265,063 219,108

投資その他の資産   

その他 845,164 1,051,419

貸倒引当金 △67,091 △64,650

投資その他の資産合計 778,073 986,769

固定資産合計 2,881,372 3,049,356

繰延資産 1,336 1,047

資産合計 7,675,300 7,909,427

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,619,492 1,462,463

短期借入金 815,000 1,615,000

1年内償還予定の社債 144,720 134,720

1年内返済予定の長期借入金 520,388 474,462

未払法人税等 38,506 7,791

未払消費税等 55,392 12,688

賞与引当金 77,803 43,924

その他 254,722 304,879

流動負債合計 3,526,026 4,055,929
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(単位：千円)

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) 

固定負債   

社債 382,040 281,720

長期借入金 1,465,976 1,132,838

退職給付引当金 53,134 57,013

役員退職慰労引当金 145,946 －

長期未払金 － 146,052

その他 188,616 241,160

固定負債合計 2,235,713 1,858,783

負債合計 5,761,739 5,914,713

純資産の部   

株主資本   

資本金 229,400 229,400

資本剰余金 146,800 146,800

利益剰余金 1,554,095 1,534,362

自己株式 △71,556 △71,556

株主資本合計 1,858,739 1,839,006

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 54,439 152,960

繰延ヘッジ損益 382 2,746

その他の包括利益累計額合計 54,821 155,707

純資産合計 1,913,560 1,994,714

負債純資産合計 7,675,300 7,909,427
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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：千円)

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 7,939,939 10,090,445

売上原価 6,623,867 8,359,857

売上総利益 1,316,072 1,730,587

販売費及び一般管理費 1,213,262 1,686,123

営業利益 102,809 44,464

営業外収益   

受取利息 660 1,143

受取配当金 1,746 4,017

デリバティブ評価益 131,546 64,916

その他 8,713 8,238

営業外収益合計 142,667 78,317

営業外費用   

支払利息 16,570 29,064

為替差損 26,632 11,452

貸倒引当金繰入額 580 －

その他 9,988 10,493

営業外費用合計 53,772 51,010

経常利益 191,704 71,771

特別利益   

固定資産売却益 － 2,557

特別利益合計 － 2,557

特別損失   

固定資産売却損 778 －

固定資産除却損 － 1,327

特別損失合計 778 1,327

税金等調整前四半期純利益 190,925 73,001

法人税、住民税及び事業税 28,911 13,245

法人税等調整額 57,140 31,128

法人税等合計 86,051 44,373

少数株主損益調整前四半期純利益 104,874 28,627

四半期純利益 104,874 28,627
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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：千円)

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 104,874 28,627

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,968 98,521

繰延ヘッジ損益 － 2,364

その他の包括利益合計 4,968 100,885

四半期包括利益 109,843 129,513

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 109,843 129,513

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(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） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 
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