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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我が国経済は、円安株高傾向が継続する中、企業収益が回復し、個人所得も

改善の兆しが一段と強まるなど、明るい動きが見られます。その一方、人手不足の慢性化、一部新興国の景気停滞

懸念などもあり、先行きには不透明感も残っております。

 このような環境の中、自社企画製品は、eコマース（オンラインショップ）を利用した受注増を実現するなど

し、売上高は294百万円となりました。

 別注製品は、採算性を重視した取引の選別は継続しておりますが、一部大口取引先での競争激化による受注の減

少を補えなかったことなどがあり、売上高は955百万円となりました。

 商品は、イベント商品や年末の装飾物、演出物の売上が比較的堅調だったことや、平成27年９月１日に完全子会

社化した株式会社オーケー企画の売上が寄与したことなどがあり、売上高は778百万円となりました。

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,028百万円となりました。

 一方損益面では、別注製品を中心に売上総利益率が引き続き改善傾向にあること、株式会社オーケー企画に対す

るのれんの償却が発生したこと、その他の販売費及び一般管理費を削減したことなどがあり、営業利益は119百万

円、経常利益は117百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は70百万円となりました。

 なお、当社グループ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、セグメ

ント情報の記載を省略しております。

 

（２）財政状態に関する説明

 （流動資産）

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は3,688百万円となりました。その主な内訳は現金及び預金

1,586百万円、受取手形及び売掛金1,387百万円、商品及び製品539百万円であります。

 （固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産は2,338百万円となりました。その主な内訳は建物（純額）249

百万円、土地1,059百万円、のれん164百万円、退職給付に係る資産325百万円であります。

 （流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は2,355百万円となりました。その主な内訳は支払手形及び買

掛金1,007百万円、短期借入金600百万円、１年内返済予定の長期借入金125百万円であります。

 （固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債は960百万円となりました。その主な内訳は長期借入金425百万

円、役員退職慰労引当金435百万円であります。

 （純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は2,712百万円となりました。その主な内訳は資本金409百万円、

資本剰余金417百万円、利益剰余金1,923百万円、自己株式△263百万円、退職給付に係る調整累計額158百万円で

あります。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 業績予想につきましては、平成27年10月14日に公表した業績予想に変更はありません

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）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。 

 なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第１四半期連結会計期間より、株式会社オーケー企画の

株式取得による企業買収を行ったため、四半期連結財務諸表を作成しております。なお、連結の範囲に含まれる子

会社の数は同社及び株式会社エー・エス・エープランニングの２社であります。 

 

（２）四半期連結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。

 

（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。

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等

 該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

 （単位：千円） 

 当第１四半期連結会計期間 
(平成27年11月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,586,304 

受取手形及び売掛金 1,387,223 

商品及び製品 539,217 

仕掛品 36,260 

原材料及び貯蔵品 2,329 

その他 140,142 

貸倒引当金 △2,503 

流動資産合計 3,688,974 

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 249,686 

土地 1,059,336 

その他（純額） 76,712 

有形固定資産合計 1,385,735 

無形固定資産  

のれん 164,048 

その他 99,258 

無形固定資産合計 263,307 

投資その他の資産  

退職給付に係る資産 325,556 

その他 372,625 

貸倒引当金 △8,611 

投資その他の資産合計 689,570 

固定資産合計 2,338,613 

資産合計 6,027,587 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 1,007,448 

短期借入金 600,000 

1年内返済予定の長期借入金 125,482 

未払法人税等 77,155 

賞与引当金 5,900 

その他 539,133 

流動負債合計 2,355,119 

固定負債  

長期借入金 425,966 

退職給付に係る負債 1,086 

役員退職慰労引当金 435,925 

その他 97,342 

固定負債合計 960,320 

負債合計 3,315,440 

純資産の部  

株主資本  

資本金 409,796 

資本剰余金 417,733 

利益剰余金 1,923,366 

自己株式 △263,082 

株主資本合計 2,487,813 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 66,122 

退職給付に係る調整累計額 158,211 

その他の包括利益累計額合計 224,334 

純資産合計 2,712,147 

負債純資産合計 6,027,587 
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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） 

 
 当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 

 至 平成27年11月30日) 

売上高 2,028,312 

売上原価 1,240,392 

売上総利益 787,920 

販売費及び一般管理費 668,843 

営業利益 119,076 

営業外収益  

受取利息及び配当金 63 

還付消費税等 2,655 

為替差益 404 

その他 1,137 

営業外収益合計 4,260 

営業外費用  

支払利息 3,976 

支払保証料 1,419 

その他 523 

営業外費用合計 5,918 

経常利益 117,417 

特別利益  

固定資産売却益 24 

特別利益合計 24 

特別損失  

固定資産売却損 303 

特別損失合計 303 

税金等調整前四半期純利益 117,139 

法人税、住民税及び事業税 74,131 

法人税等調整額 △27,637 

法人税等合計 46,494 

四半期純利益 70,645 

親会社株主に帰属する四半期純利益 70,645 
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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） 

 
 当第１四半期連結累計期間 

(自 平成27年９月１日 
 至 平成27年11月30日) 

四半期純利益 70,645 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 1,960 

退職給付に係る調整額 △4,799 

その他の包括利益合計 △2,839 

四半期包括利益 67,805 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 67,805 

非支配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。

 

（セグメント情報等）

  当社グループ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。
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