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1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年9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 ％

29年3月期第2四半期 7,248 3.1 255 ― 164 ― 94 ―
28年3月期第2四半期 7,027 0.0 △5 ― △6 ― △20 ―

（注）包括利益 29年3月期第2四半期 125百万円 （―％） 28年3月期第2四半期 11百万円 （―％）

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

29年3月期第2四半期 14.65 ―
28年3月期第2四半期 △3.21 ―

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

29年3月期第2四半期 7,276 1,774 24.4 275.28
28年3月期 7,133 1,697 23.8 263.31
（参考）自己資本 29年3月期第2四半期 1,774百万円 28年3月期 1,697百万円

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

28年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
29年3月期 ― 0.00
29年3月期（予想） ― 7.50 7.50

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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 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

通期 15,872 9.0 485 172.7 482 371.2 292 ― 45.29



(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

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） 29年3月期2Q 6,850,000 株 28年3月期 6,850,000 株
② 期末自己株式数 29年3月期2Q 402,000 株 28年3月期 402,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期2Q 6,448,000 株 28年3月期2Q 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による各種景気刺激策や日銀による金融政

策によって景気は堅調に推移しているものの、一方で個人消費の先行きについては、実質賃金の伸び

悩みなどにより不透明な状況が続いております。 

海外では、英国のＥＵ離脱による世界経済の不確実性の高まりや中国をはじめ新興国経済の減速の

影響があり先行きは依然として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、株安の進行や景気減速懸念等による先行き不透明感により消費者

マインドに足踏みがみられ、厳しい事業環境が続いております。 

このような中、グループ一体経営で売上拡大と効率化を推進、ビジネス領域を拡大し、グループ４

社それぞれの経営資源や特性を活かして、強固な収益基盤作りを進めてまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は7,248百万円（前年同期比3.1％増）となりました。

利益面につきましては、営業利益は255百万円（前年同期は５百万円の営業損失）、主に海外子会社の

邦貨建負債の評価損等による為替差損76百万円（前年同期は18百万円の為替差益）により、経常利益

は164百万円（前年同期は６百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は94百万円（前

年同期は20百万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、グループ一体化や組織営業の推進により、大口先開拓や新規・休眠

顧客の掘り起こしに注力しつつ、提案型営業を展開するといった付加価値サービスの提供も進めてま

いりました。それに加え、タイ工場においての稼働率アップによる生産効率化の向上及び円安傾向の

緩和による原材料費の逓減等により、売上高、セグメント利益ともに前年同期を上回りました。 

その結果、売上高4,411百万円（前年同期比11.6％増）、セグメント利益は466百万円（前年同期比

120.4％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、配送費の低減や煩わしさの低減などの提案を行う一気通貫サービス

に注力したものの、大口案件の失注やクライアントの発送部数の見直し等によって封入封緘売上や物

流売上ともに低調となり、売上高、セグメント利益ともに前年同期を下回りました。 

その結果、売上高は1,247百万円（前年同期比18.6％減）、セグメント利益は５百万円（前年同期比

85.3％減）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、海外協力メーカーからの商品調達や商品企画開発力の向上に努めた

ことにより、100円均一ショップやドラッグストア向けの販売が増加しました。また円安傾向の緩和に

よる仕入コストの逓減等、セグメント利益の改善につながりました。 

その結果、売上高は1,753百万円（前年同期比3.9％増）、セグメント利益は73百万円（前年同期は

26百万円のセグメント損失）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２四半期連結会計期間末の総資産は7,276百万円となり、前連結会計年度末に比べ143百万円増

加しました。これは主に棚卸資産等が減少したものの、現金及び預金等が増加したことによるもので

あります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は5,501百万円となり、前連結会計年度末に比べ66百万円増

加しました。これは主に支払手形及び買掛金等が減少したものの、短期借入金等が増加したことによ

るものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は1,774百万円となり、前連結会計年度末に比べ77百万円増加

しました。これは主に利益剰余金の増加等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28年５月13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) 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告  第32号  平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月

１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しており

ます。 

これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 

(2) 追加情報  

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28

日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 
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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28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 297,315 778,690

受取手形及び売掛金 2,498,311 2,438,242

商品及び製品 1,332,703 1,204,901

仕掛品 103,577 90,490

原材料及び貯蔵品 122,024 78,879

未収還付法人税等 7,729 1,905

その他 267,433 266,553

貸倒引当金 △2,009 △4,192

流動資産合計 4,627,086 4,855,471

固定資産

有形固定資産

土地 1,125,712 1,125,712

その他（純額） 705,744 636,562

有形固定資産合計 1,831,457 1,762,274

無形固定資産

のれん 53,636 35,757

その他 19,270 17,621

無形固定資産合計 72,907 53,379

投資その他の資産

その他 606,031 617,887

貸倒引当金 △4,490 △12,323

投資その他の資産合計 601,541 605,563

固定資産合計 2,505,906 2,421,217

繰延資産 294 182

資産合計 7,133,287 7,276,871

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,922,068 1,779,543

短期借入金 1,780,000 2,070,000

1年内償還予定の社債 83,120 68,720

1年内返済予定の長期借入金 390,479 367,439

未払法人税等 28,239 80,034

未払消費税等 35,508 55,012

賞与引当金 72,620 97,373

その他 268,752 257,738

流動負債合計 4,580,788 4,775,861
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

固定負債

社債 39,480 11,520

長期借入金 455,953 373,668

退職給付に係る負債 63,929 70,428

長期未払金 146,052 146,052

その他 149,266 124,343

固定負債合計 854,681 726,011

負債合計 5,435,469 5,501,873

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 1,277,910 1,323,997

自己株式 △71,556 △71,556

株主資本合計 1,582,554 1,628,641

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 119,559 131,955

繰延ヘッジ損益 △1,924 228

為替換算調整勘定 △2,371 14,173

その他の包括利益累計額合計 115,263 146,357

純資産合計 1,697,817 1,774,998

負債純資産合計 7,133,287 7,276,871
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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)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 7,027,432 7,248,620

売上原価 5,892,646 5,784,535

売上総利益 1,134,785 1,464,085

販売費及び一般管理費 1,139,862 1,208,483

営業利益又は営業損失（△） △5,076 255,601

営業外収益

受取利息 317 169

受取配当金 2,351 2,104

為替差益 18,055 -

資材売却収入 1,696 1,148

その他 6,009 987

営業外収益合計 28,430 4,410

営業外費用

支払利息 18,876 14,525

為替差損 - 76,611

その他 11,218 4,410

営業外費用合計 30,095 95,547

経常利益又は経常損失（△） △6,741 164,464

特別損失

固定資産除却損 6,127 -

特別損失合計 6,127 -

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

△12,868 164,464

法人税、住民税及び事業税 15,548 74,816

法人税等調整額 △7,706 △4,798

法人税等合計 7,842 70,017

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20,710 94,446

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△20,710 94,446
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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)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20,710 94,446

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 30,236 12,395

繰延ヘッジ損益 △540 2,153

為替換算調整勘定 2,658 16,545

その他の包括利益合計 32,354 31,094

四半期包括利益 11,643 125,540

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 11,643 125,540
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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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