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１．当四半期決算に関する定性的情報

 第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期及び前期末との比較分析は行

っておりません。

（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我が国経済は、企業収益は回復基調にあり、個人所得も改善の兆しが引き続

き見受けられるなど、明るい動きが見られます。その一方、人手不足が慢性化し、一部新興国に景気停滞懸念があ

り、株価や為替動向が不安定な動きを示すなど、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）を利用した受注が増加するなどし、

売上高は596百万円となりました。 

 別注製品は、採算性を重視した取引選別の継続に加え、一部大口取引先での競争激化による受注の減少が大きく

影響するなどし、売上高は1,785百万円となりました。 

 商品は、イベント商品や年末の装飾物、演出物の売上が堅調に推移したことや、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1,423百万円となりました。

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,805百万円となりました。

 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したことや、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ものの、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193百万円、経常利

益は189百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は109百万円となりました。

 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

① 資産、負債、純資産の状況

 （流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は3,120百万円となりました。その主な内訳は現金及び預金

1,244百万円、受取手形及び売掛金1,178百万円、商品及び製品564百万円であります。

 （固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産は2,282百万円となりました。その主な内訳は建物（純額）245

百万円、土地1,059百万円、のれん157百万円、退職給付に係る資産325百万円であります。

 （流動負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は1,762百万円となりました。その主な内訳は支払手形及び買

掛金844百万円、短期借入金350百万円、１年内返済予定の長期借入金119百万円であります。

 （固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債は924百万円となりました。その主な内訳は長期借入金397百万

円、役員退職慰労引当金438百万円であります。

 （純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は2,716百万円となりました。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1,961百万円、自己株式△263百万円、退職給付に係る調整累計額153百万円で

あります。

② キャッシュ・フローの状況

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、380百万円となりまし

た。

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は63百万円となりました。これは、税金等

調整前四半期純利益が189百万円となったことや、賞与引当金の減少額40百万円、売上債権の増加額128百万円、

たな卸資産の増加額55百万円、仕入債務の増加額100百万円があったこと等によるものです。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 当第２四半期連結累計期間において、投資活動の結果得られた資金は11百万円となりました。これは、定期預

金の純増加額54百万円、有形固定資産の取得による支出４百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる収入69百万円があったこと等によるものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

 当第２四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は245百万円となりました。これは、短期

借入金の純増加額85百万円、長期借入れによる収入292百万円、長期借入金の返済による支出561百万円、配当金

の支払額40百万円があったこと等によるものです。
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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 

 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、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。
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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） 

  当第２四半期連結会計期間 
(平成28年２月29日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,244,035 

受取手形及び売掛金 1,178,301 

商品及び製品 564,974 

仕掛品 36,160 

原材料及び貯蔵品 1,865 

その他 97,303 

貸倒引当金 △2,062 

流動資産合計 3,120,577 

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 245,707 

土地 1,059,336 

その他（純額） 69,907 

有形固定資産合計 1,374,951 

無形固定資産  

のれん 157,972 

その他 92,636 

無形固定資産合計 250,609 

投資その他の資産  

退職給付に係る資産 325,371 

その他 340,459 

貸倒引当金 △8,454 

投資その他の資産合計 657,376 

固定資産合計 2,282,937 

資産合計 5,403,515 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 844,441 

短期借入金 350,000 

1年内返済予定の長期借入金 119,233 

未払法人税等 69,427 

賞与引当金 42,559 

その他 337,270 

流動負債合計 1,762,932 

固定負債  

長期借入金 397,724 

退職給付に係る負債 1,130 

役員退職慰労引当金 438,688 

その他 86,945 

固定負債合計 924,489 

負債合計 2,687,421 

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 1,961,870 

自己株式 △263,182 

株主資本合計 2,526,217 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 36,369 

退職給付に係る調整累計額 153,505 

その他の包括利益累計額合計 189,875 

純資産合計 2,716,093 

負債純資産合計 5,403,515 
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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２四半期連結累計期間）

  （単位：千円） 

 
 当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 

 至 平成28年２月29日) 

売上高 3,805,845 

売上原価 2,312,330 

売上総利益 1,493,515 

販売費及び一般管理費 1,300,156 

営業利益 193,358 

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,481 

還付消費税等 2,655 

その他 1,980 

営業外収益合計 6,116 

営業外費用  

支払利息 6,862 

為替差損 407 

その他 2,474 

営業外費用合計 9,744 

経常利益 189,730 

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 189,452 

法人税、住民税及び事業税 64,779 

法人税等調整額 15,523 

法人税等合計 80,302 

四半期純利益 109,149 

親会社株主に帰属する四半期純利益 109,149 
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（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：千円） 

 
 当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 

 至 平成28年２月29日) 

四半期純利益 109,149 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △27,792 

退職給付に係る調整額 △9,505 

その他の包括利益合計 △37,297 

四半期包括利益 71,851 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 71,851 

非支配株主に係る四半期包括利益 － 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  （単位：千円） 

 
 当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 

 至 平成28年２月29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 189,452 

減価償却費 35,611 

のれん償却額 12,151 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △586 

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,173 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △13,621 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 147 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △739 

受取利息及び受取配当金 △1,481 

支払利息 6,862 

固定資産売却損益（△は益） 278 

売上債権の増減額（△は増加） △128,853 

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,633 

仕入債務の増減額（△は減少） 100,620 

その他の資産の増減額（△は増加） 30,338 

その他の負債の増減額（△は減少） △41,936 

その他 860 

小計 93,297 

利息及び配当金の受取額 1,526 

利息の支払額 △7,014 

法人税等の支払額 △24,724 

営業活動によるキャッシュ・フロー 63,085 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △54,589 

有形固定資産の取得による支出 △4,462 

有形固定資産の売却による収入 24 

投資有価証券の取得による支出 △538 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入 
69,851 

長期貸付金の回収による収入 865 

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 514 

その他 287 

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,952 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 85,736 

リース債務の返済による支出 △21,627 

長期借入れによる収入 292,000 

長期借入金の返済による支出 △561,679 

自己株式の取得による支出 △133 

配当金の支払額 △40,237 

財務活動によるキャッシュ・フロー △245,941 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △642 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △171,546 

現金及び現金同等物の期首残高 551,882 

現金及び現金同等物の四半期末残高 380,336 
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（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）

 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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