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1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年6月30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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第1四半期 3,467 1.9 △17 ― △4 ― △8 ―
27年3月期第1四半期 3,402 2.2 △53 ― △65 ― △56 ―

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 △4百万円 （―％） 27年3月期第1四半期 △29百万円 （―％）

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

28年3月期第1四半期 △1.29 ―
27年3月期第1四半期 △8.83 ―

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

28年3月期第1四半期 6,918 1,615 23.4 250.62
27年3月期 7,614 1,669 21.9 258.85
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 1,615百万円 27年3月期 1,669百万円

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

27年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
28年3月期 ―
28年3月期（予想） 0.00 ― 7.50 7.50

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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 親会社株主に帰属する
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

第2四半期(累計) 7,530 7.2 54 ― 33 ― 5 ― 0.84
通期 15,478 7.5 294 ― 253 ― 150 ― 23.41



(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、実際の実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

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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年3月期1Q 6,850,000 株 27年3月期 6,850,000 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 402,000 株 27年3月期 402,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 6,448,000 株 27年3月期1Q 6,448,000 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安・株高傾向が続き、企業収益や雇用情勢

の改善を背景に緩やかな回復基調にあるものの、一方で個人消費については、円安進行による物価

の上昇の影響など力強さに欠ける状況であります。 

海外では、米国経済が堅調に推移しているものの、中国及び新興国経済の成長鈍化や欧州の財政

不安など、依然として先行きの不透明な状況となりました。 

当社グループを取り巻く環境は、長らく続く円安の影響による輸入製品価格の上昇や、消費マイ

ンドの冷え込みが続くなど、厳しい事業環境が続いております。 

このような中、当社グループは一体となって売上拡大と効率化をより一層推し進め、企業価値の

創造と向上を図りつつ、当社及び子会社それぞれの経営資源や特性を活かし、採算性を重視した受

注体制および強固な管理体制の構築に努めてまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,467百万円（前年同期比1.9％増）となりまし

たが利益面につきましては、円安の進行による仕入単価の上昇の影響があったことから営業損失は

17百万円（前年同期は53百万円の営業損失）、経常損失は４百万円（前年同期は65百万円の経常損

失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は８百万円（前年同期は56百万円の親会社株主に帰属す

る四半期純損失）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、グループ一体化、組織営業の推進により、新規・休眠顧客の掘り

起こしに注力し、それに加え提案型営業を展開する付加価値サービスの提供も進めてまいりました。

その結果、売上高は1,990百万円（前年同期比3.6％減）、セグメント利益（営業利益）は89百万円

（前年同期比9.6％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、配送費の低減や納期短縮等の提案を行う一気通貫サービスに注力

しつつ、中小口、地方中心に新案件獲得に努めてまいりました。その結果、売上高は719百万円（前

年同期比7.8％増）、セグメント利益（営業利益）は13百万円（前年同期比42.6％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、商品開発力を高めるべく海外協力メーカーとのルートづくりを進

めたものの、円安の進行による仕入コストの高騰など厳しい状況が続きました。その結果、売上高

は803百万円（前年同期比3.2％増）、セグメント損失（営業損失）は11百万円（前年同期は29百万

円のセグメント損失（営業損失））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１四半期連結会計期間末の総資産は6,918百万円となり、前連結会計年度末に比べ696百万円

減少しました。これは主に受取手形及び売掛金等が減少したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は5,302百万円となり、前連結会計年度末に比べ643百万円減

少しました。これは主に支払手形及び買掛金や借入金等が減少したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は1,615百万円となり、前連結会計年度末に比べ53百

万円減少しました。これは主に配当金の支払い等による利益剰余金の減少によるものであります。 
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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 

平成27年５月15日に公表いたしました通期の業績予想につきましては、現時点において変更はあ

りません。 

 

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

(会計方針の変更) 

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号  平成25年９月13日。以下「企業結合会計基

準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成25年９月13日。以下

「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号  平成25年９

月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配

が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとと

もに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、

当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定に

よる取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に

反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非

支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期

連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行

っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-２項(４)、連結会計基準第44-５

項(４)及び事業分離等会計基準第57-４項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期

連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 
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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：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 585,868 398,730

受取手形及び売掛金 2,584,811 2,272,937

商品及び製品 1,294,670 1,173,740

仕掛品 106,314 100,901

原材料 136,224 98,785

未収還付法人税等 5,016 5,016

その他 329,569 283,237

貸倒引当金 △10,409 △2,745

流動資産合計 5,032,065 4,330,603

固定資産

有形固定資産

土地 1,125,712 1,125,712

その他（純額） 784,453 789,829

有形固定資産合計 1,910,165 1,915,542

無形固定資産

のれん 89,394 80,455

その他 24,784 23,257

無形固定資産合計 114,178 103,712

投資その他の資産

その他 593,789 603,934

貸倒引当金 △36,004 △35,856

投資その他の資産合計 557,785 568,078

固定資産合計 2,582,129 2,587,332

繰延資産 596 508

資産合計 7,614,792 6,918,443

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,875,416 1,675,747

短期借入金 1,850,000 1,600,000

1年内償還予定の社債 124,720 109,720

1年内返済予定の長期借入金 447,272 441,452

未払法人税等 26,534 2,566

未払消費税等 70,912 48,297

賞与引当金 76,318 46,177

その他 245,519 295,080

流動負債合計 4,716,693 4,219,041

固定負債

社債 122,600 104,640

長期借入金 756,932 649,434

退職給付に係る負債 60,596 63,064

長期未払金 146,052 146,052

その他 142,831 120,219

固定負債合計 1,229,011 1,083,410

負債合計 5,945,704 5,302,451
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

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 1,306,918 1,250,228

自己株式 △71,556 △71,556

株主資本合計 1,611,562 1,554,872

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 67,937 73,488

繰延ヘッジ損益 △97 -

為替換算調整勘定 △10,314 △12,368

その他の包括利益累計額合計 57,525 61,119

純資産合計 1,669,087 1,615,992

負債純資産合計 7,614,792 6,918,443
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 3,402,065 3,467,797

売上原価 2,847,861 2,925,859

売上総利益 554,203 541,937

販売費及び一般管理費 607,516 559,829

営業損失（△） △53,312 △17,892

営業外収益

受取利息 165 122

受取配当金 2,020 1,531

為替差益 - 18,448

その他 1,697 6,697

営業外収益合計 3,883 26,800

営業外費用

支払利息 10,259 9,327

その他 5,473 4,472

営業外費用合計 15,733 13,800

経常損失（△） △65,162 △4,892

特別損失

固定資産除却損 149 956

特別損失合計 149 956

税金等調整前四半期純損失（△） △65,312 △5,848

法人税、住民税及び事業税 827 1,877

法人税等調整額 △9,220 603

法人税等合計 △8,393 2,481

四半期純損失（△） △56,918 △8,329

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △56,918 △8,329
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純損失（△） △56,918 △8,329

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 30,836 5,551

繰延ヘッジ損益 △279 97

為替換算調整勘定 △2,967 △2,054

その他の包括利益合計 27,589 3,594

四半期包括利益 △29,329 △4,735

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △29,329 △4,735
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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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