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20年９月期・第３四半期までの概要

相次ぐ台風被害や消費税増税による消費マインドの冷え込みが懸念されたが、

ハロウィン、クリスマスを中心に売上は堅調に推移し、

第1四半期累計売上高はほぼ前年同期並

第１四半期（10月―12月)

コロナウイルス肺炎の世界的拡大により、中国委託工場による商品生産の一部に遅れ

ただ、バレンタインデー向け商品出荷ピークは過ぎていたため生産遅れの影響は軽微

第２四半期累計売上高はほぼ前年同期並

第2四半期（1月―3月)

中国からの一部商品の委託生産遅れは,4月中にほぼ解消

一方、レジャー、パーティーなど人が集まるシーン向けの商品が外出自粛の影響を受け、

４～6月の売上は前年同期比減少

第3四半期累計売上高は前年同期比3.1％減

第３四半期（４月―6月）
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新型コロナウィルスへの対応

社員・関係者の感染リスク低減への取り組み

•本社内での徹底した衛生管理、ソーシャルディスタンス確保

•在宅勤務（週２日程度）⇦ノートPC、WiFi機器等整備

•時差出勤奨励

•可能な限りのリモート会議（全社、取引先とも）

•小学校等の休業により出勤不可能な社員へ特別有給休暇付与
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（百万円）

20/３Q決算概要

％

売上高 3,851 3,733 △ 118 △3.1% 4,850

営業利益 346 264 △ 82 △23.6% 260

経常利益 350 268 △ 82 △23.4% 260

四半期（当期）
純利益

233 168 △ 65 △27.9% 170

1株当たり
四半期(当期)

純利益(円/株）
85.00 52.35 △ 32.65 52.86

(注）2019年3Q期中平均株式数　2,745,000株

(注）2020年3Q期中平均株式数　3,212,591株

　
対同期比増減 20/9通期

業績予想

金額

19/３Q決算 20/３Q決算
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総括

		　		19/３Q決算 ケッサン				20/３Q決算 ケッサン				対同期比増減 タイ ドウキヒ ゾウゲン						20/9通期
業績予想 ツウキ ギョウセキ ヨソウ

												金額 キンガク				％

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,851				3,733				△ 118				△3.1%		4,850

		営業利益 エイギョウ リエキ		346				264				△ 82				△23.6%		260

		経常利益 ケイジョウ リエキ		350				268				△ 82				△23.4%		260

		四半期（当期）純利益 シハンキ トウキ ジュンリエキ		233				168				△ 65				△27.9%		170

		1株当たり         四半期(当期)      純利益(円/株） カブ ア シハンキ トウキ ジュンリエキ エン カブ		85.00				52.35				△ 32.65						52.86

		(注）2019年3Q期中平均株式数　2,745,000株 チュウ ネン キチュウ ヘイキン カブシキスウ カブ

		(注）2020年3Q期中平均株式数　3,212,591株 チュウ ネン キチュウ ヘイキン カブシキスウ カブ























PL関係ﾃﾞｰﾀ・グラフ

				全社		全社		全社				全社		全社		全社				全社		全社		全社				全社		全社		全社				全社		決算賞与		全社年計		3Q累計 ルイケイ

				43739		43770		43800		１Q実績 ジッセキ		43831		43862		43891		２Q		43922		43952		43983		３Q		44013		44044		44075		４Q		年計				年計(決算賞与後)

		売上高 ウリアゲ ダカ		460,056,918		373,433,549		669,570,734		1,503,061,201		594,988,259		526,995,267		314,777,887		1,436,761,413		242,271,791		285,931,296		265,497,655		793,700,742		302,429,000		430,752,000		425,753,000		1,158,934,000		4,892,457,356		0		4,892,457,356		3,733,523,356

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		250,233,874		218,268,314		380,718,853		849,221,041		319,401,735		273,092,351		194,284,462		786,778,548		136,486,165		158,470,846		168,613,198		463,570,209		172,483,000		244,757,000		248,589,000		665,829,000		2,765,398,798		0		2,765,398,798		2,099,569,798

		粗利 アラリ		209,823,044		155,165,235		288,851,881		653,840,160		275,586,524		253,902,916		120,493,425		649,982,865		105,785,626		127,460,450		96,884,457		330,130,533		129,946,000		185,995,000		177,164,000		493,105,000		2,127,058,558		0		2,127,058,558		1,633,953,558

		販売費 ハンバイヒ		88,839,052		75,933,982		123,763,345		288,536,379		109,121,277		95,036,975		65,901,848		270,060,100		58,531,670		65,112,047		66,221,506		189,865,223		68,027,000		83,144,000		91,602,000		242,773,000		991,234,702		0		991,234,702		748,461,702

		一般管理費 イッパン カンリヒ		61,206,382		63,861,949		79,090,510		204,158,841		69,811,704		75,730,491		65,956,787		211,498,982		67,184,271		67,854,801		69,910,247		204,949,319		68,568,000		69,345,000		90,860,000		228,773,000		849,380,142		14,750,000		864,130,142		620,607,142

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		150,045,434		139,795,931		202,853,855		492,695,220		178,932,981		170,767,466		131,858,635		481,559,082		125,715,941		132,966,848		136,131,753		394,814,542		136,595,000		152,489,000		182,462,000		471,546,000		1,840,614,844		14,750,000		1,855,364,844		1,369,068,844

		営業利益 エイギョウ リエキ		59,777,610		15,369,304		85,998,026		161,144,940		96,653,543		83,135,450		△ 11,365,210		168,423,783		△ 19,930,315		△ 5,506,398		△ 39,247,296		△ 64,684,009		△ 6,649,000		33,506,000		△ 5,298,000		21,559,000		286,443,714		△ 14,750,000		271,693,714		264,884,714

		営業外利益 エイギョウ ガイ リエキ		2,514,720		1,763,881		△ 607,485		3,671,116		374,445		2,051,960		△ 501,433		1,924,972		△ 1,826,824		1,820,037		△ 499,036		△ 505,823		0		0		0		0		5,090,265		0		5,090,265		5,090,265

		営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		305,709		9,557		25,949		341,215		255,652		78,529		7,343		341,524		227,065		21,609		677,937		926,611		229,000		20,000		20,000		269,000		1,878,350		0		1,878,350		1,609,350

		経常利益 ケイジョウ リエキ		61,986,621		17,123,628		85,364,592		164,474,841		96,772,336		85,108,881		△ 11,873,986		170,007,231		△ 21,984,204		△ 3,707,970		△ 40,424,269		△ 66,116,443		△ 6,878,000		33,486,000		△ 5,318,000		21,290,000		289,655,629		△ 14,750,000				268,365,629

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		38,844,006		10,730,547		53,493,846		103,068,399		60,642,524		53,333,604		△ 7,440,850		106,535,278		△ 13,776,434		△ 2,323,604		△ 25,331,927		△ 41,431,965		△ 4,583,000		22,312,000		△ 3,544,000		14,185,000		182,356,712		△ 9,828,000		172,528,712		168,171,712

																		209,603,677								184,271,750

		実績 ジッセキ		43739		43770		43800		1Q実績 ジッセキ		43831		43862		43891		２Q		43922		43952		43983		３Q		44013		44044		44075		４Q		年度計 ネンド ケイ		決算賞与		全社年計		3Q累計 ルイケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		460		373		670		1,503		595		527		315		1,437		242		286		265		794		302		431		426		1,159		4,892		0		4,892		3,734

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		250		218		381		849		319		273		194		787		136		158		169		464		172		245		249		666		2,765		0		2,765		2,100

		粗利 アラリ		210		155		289		654		276		254		120		650		106		127		97		330		130		186		177		493		2,127		0		2,127		1,634

		販売費 ハンバイヒ		89		76		124		289		109		95		66		270		59		65		66		190		68		83		92		243		991		0		991		748

		一般管理費 イッパン カンリヒ		61		64		79		204		70		76		66		211		67		68		70		205		69		69		91		229		849		15		864		621

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		150		140		203		493		179		171		132		482		126		133		136		395		137		152		182		472		1,841		15		1,855		1,369

		営業利益 エイギョウ リエキ		60		15		86		161		97		83		△ 11		168		△ 20		△ 6		△ 39		△ 65		△ 7		34		△ 5		22		286		△ 15		272		264

		営業外利益 エイギョウ ガイ リエキ		3		2		△ 1		4		0		2		△ 1		2		△ 2		2		0		△ 1		0		0		0		0		5		0		5		5

		営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		2		0		2		2

		経常利益 ケイジョウ リエキ		62		17		85		164		97		85		△ 12		170		△ 22		△ 4		△ 40		△ 66		△ 7		33		△ 5		21		290		△ 15		0		268

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		39		11		53		103		61		53		△ 7		107		△ 14		△ 2		△ 25		△ 41		△ 5		22		△ 4		14		182		△ 10		173		168

		予算 ヨサン		１Q合計 ゴウケイ		２Q合計 ゴウケイ		43922		43952		43983		３Q合計 ゴウケイ		４Q合計 ゴウケイ		年度計 ネンド ケイ		3Q累計 ルイケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,428		1,600		307		353		337		998		1,160		5,185		4,026

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		856		905		185		207		209		601		666		3,028		2,362

		粗利 アラリ		573		695		122		146		128		396		493		2,157		1,664

		販売費 ハンバイヒ		273		310		70		74		75		219		244		1,046		802

		一般管理費 イッパン カンリヒ		204		202		68		70		69		206		227		831		612

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		476		513		137		144		144		425		471		1,884		1,414

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		183		-15		2		△ 16		△ 29		22		272		251

		営業外利益 エイギョウ ガイ リエキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		経常利益 ケイジョウ リエキ		97		182		-16		3		△ 16		△ 29		36		271		250

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		122		-10		2		△ 11		△ 19		14		181		167



		3Q累計 ルイケイ		予算 ヨサン				実績 ジッセキ				差異 サイ				差異分析 サイ ブンセキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		4,026				3,734				△ 292				売上高差 ウリアゲ ダカ サ		△ 120.7

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,362		58.7%		2,100		56.2%		△ 262		2.4%		原価差 ゲンカ サ		90.7

		粗利 アラリ		1,664		41.3%		1,634		43.8%		△ 30				販管費差 ハンカンヒ サ		45.0

		販売費 ハンバイヒ		802		19.9%		748		20.0%		△ 54				計 ケイ		15.0

		一般管理費 イッパン カンリヒ		612		15.2%		621		16.6%		9

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		1,414		35.1%		1,369		36.7%		45		-1.54%

		営業利益 エイギョウ リエキ		251		6.2%		264		7.1%		13



		予算 ヨサン		１Q合計 ゴウケイ		２Q合計 ゴウケイ		4月 ガツ		5月		6月		３Q合計 ゴウケイ		４Q合計 ゴウケイ		年度計 ネンド ケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,428		1,600		307		353		337		997		1,160		5,185

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		183		△ 15		2		△ 16		△ 29		36		287

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		122		△ 10		2		△ 11		△ 19		14		180

				１Q実績 ジッセキ				２Q実績 ジッセキ				3Q実績 ジッセキ				３Q実績累計 ジッセキ ルイケイ				年度計 ネンド ケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,525		1,503		1,421		1,437		905		794		3,851		3,733		7,702		7,467



				１Q実績 ジッセキ				２Q実績 ジッセキ				３Q実績 ジッセキ				３Q実績累計 ジッセキ ルイケイ				年度計 ネンド ケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		営業利益 エイギョウ リエキ		170		161		186		168		△ 10		△ 65		346		264		692		528







		予算 ヨサン		１Q		２Q		３Q		４Q		年度計 ネンド ケイ

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		183		△ 29		22		272

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		122		△ 19		14		181

				１Q合計 ゴウケイ				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月				6月				3Q累計 ルイケイ

				予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,428		1,503		1,600		1,437		307		242		353		286		337		265		4,026		3,733



				１Q				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月				6月				3Q累計 ルイケイ

				予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		161		183		169		△ 15		△ 20		2		△ 6		△ 16		△ 39		250		264

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		103		186		210		△ 10		△ 14		2		△ 2		△ 11		△ 25		167		169

		３Q差異分析 サイ ブンセキ

		３Q予算 ヨサン		売上高減 ウリアゲ ダカ ゲン		原価率改善 ゲンカ リツ カイゼン		販管費減 ハンカンヒ ゲン		3Q実績 ジッセキ

		250		129		129		219		264

						90		45

				121				0

				１Q合計 ゴウケイ				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,525		1,503		1,421		1,437		270		242		354		286		281		265		3,851		3,733



				１Q				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		営業利益 エイギョウ リエキ		170		161		186		169		△ 18		△ 20		21		△ 6		△ 13		△ 39		346		264

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		114		103		125		107		△ 11		△ 14		16		△ 2		△ 10		△ 25		234		169

				１Q合計 ゴウケイ				２Q累計 ルイケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ														49期 キ		50期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,525		1,503		2,946		2,940		565		3,182		373		3,468		654		265		3,117		8,418



				１Q合計 ゴウケイ				２Q累計 ルイケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		営業利益 エイギョウ リエキ		170		161		357		330		339		310		360		304		347				347		614

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		114		103		239		210		228		196		244		194		234				233		390

		３Q差異分析 サイ ブンセキ

		49期3Q累計 キ ルイケイ		売上高減 ウリアゲ ダカ ゲン		原価率改善 ゲンカ リツ カイゼン		販管費増 ハンカンヒゾウ		59期3Q累計 キ ルイケイ

		346		296		296		264		264

						56

				50				88

				49期3Q累計 キ ルイケイ				50期3Q累計 キ ルイケイ				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,852				3,734				△ 118

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,224		57.7%		2,100		56.2%		△ 124		1.50%		売上高差 ウリアゲ ダカ サ		△ 49.9

		粗利 アラリ		1,628		42.3%		1,634		43.8%		6		-1.50%		原価差 ゲンカ サ		55.9

		販売費 ハンバイヒ		775		20.1%		748		20.0%		27		0.09%		販管費差 ハンカンヒ サ		△ 88.0

		一般管理費 イッパン カンリヒ		506		13.1%		620		16.6%		△ 114		-3.47%		計 ケイ		△ 82.0

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		1,281		33.3%		1,369		36.7%		△ 88		-3.41%

		営業利益 エイギョウ リエキ		346		9.0%		264		7.1%		△ 82
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第50期実績（第49期実績）売上高



売上高	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q実績	２Q実績	3Q実績	３Q実績累計	1525	1503	1421	1437	905	794	3851	3733	





第50期　予算営業利益・当期純利益



営業利益	

１Q	２Q	３Q	４Q	年度計	97	183	-29	22	272	当期純利益	

１Q	２Q	３Q	４Q	年度計	64	122	-19	14	181	







3Q売上高推移（対予算）



売上高	

予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	１Q合計	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	1428	1503	1600	1437	307	242	353	286	337	265	4026	3733	





3Q営業利益推移（対予算）



営業利益	

予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	１Q	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	97	161	183	169	-15	-20	2	-6	-16	-39	250	264	





3Q累計営業利益増減分析（対予算）





３Q予算	売上高減	原価率改善	販管費減	3Q実績	250	129	129	219	264	

３Q予算	売上高減	原価率改善	販管費減	3Q実績	90	45	

３Q予算	売上高減	原価率改善	販管費減	3Q実績	121	0	





第50期実績（49期実績）営業利益



営業利益	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q実績	２Q実績	３Q実績	３Q実績累計	170	161	186	168	-10	-65	346	264	





3Q売上高推移（対前期）



売上高	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q合計	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	1525	1503	1421	1437	270	242	354	286	281	265	3851	3733	





3Q累計営業利益推移（対前期）



営業利益	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	170	161	186	169	-18	-20	21	-6	-13	-39	346	264	





3Q累計営業利益増減分析（対前期）





49期3Q累計	売上高減	原価率改善	販管費増	59期3Q累計	346	296	296	264	264	

49期3Q累計	売上高減	原価率改善	販管費増	59期3Q累計	56	

49期3Q累計	売上高減	原価率改善	販管費増	59期3Q累計	50	88	







売上高

		実績 ジッセキ

		49期3Q キ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

		売上高合計		3,421,276,484		236,480,519		182,999,162		10,869,012		3,851,625,177								ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

				88.8%		6.1%		4.8%		0.3%		100%						19/3Q		3,421		236		183		11		3,851

																		20/3Q		3,453		201		77		2		3,733

		50期3Q実績 キ ジッセキ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ						増減 ゾウゲン		32		△ 35		△ 106		△ 9		△ 118

		売上高合計		3,453,415,643		201,381,797		77,159,874		1,566,042		3,733,523,356

				92.5%		5.4%		2.1%		0.0%		100.0%

																				ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

		増減 ゾウゲン		32,139,159		△35,098,722		△105,839,288		△9,302,970		△118,101,821						3Q予算 ヨサン		3,598		237		181		10		4,026

																		3Q実績 ジッセキ		3,453		201		77		2		3,733

		49期3Q キ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		50期3Q キ						増減 ゾウゲン		△ 145		△ 36		△ 104		△ 8		△ 293

		3,851		3,851		3,848		3,742		3,733		3,733

				32														50期２Q キ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

						35		106		9										92.1%		6.0%		1.9%		0.1%		100.0%

																		50期2Q キ		2,707		176		55		2		2,939

		50期3Q予算 キ ヨサン		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

		売上高合計		3,597,750,000		236,661,000		181,952,000		9,891,000		4,026,254,000

				89.4%		5.9%		4.5%		0.2%		100.0%



		増減 ゾウゲン		△144,334,357		△35,279,203		△104,792,126		△8,324,958		△292,730,644



		3Q予算 ヨサン		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		3Q実績 ジッセキ

		4,026		3,881		3,845		3,741		3,733		3,733



				145		36		104		8



				2,703,559,000		200,602,000		118,361,000		6,594,000		3,029,116,000



		49期3Q実績 キ ジッセキ		セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		50期3Q キ						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2,946		2,904		2,904		3,019		3,040		2,940		2,940				49期3Q キ		1,724		1,087		387		126		527		3,851

						115		21		8								50期3Q キ		1,664		1,173		400		131		365		3,733

				42								108						増減 ゾウゲン		△ 60		86		13		5		△ 162		△ 118

		3Q予算 ヨサン		セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		3Q実績 ジッセキ						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		3,029		3,029		3,008		2,945		2,940				2,940				49期3Q キ		44.8%		28.2%		10.0%		3.3%		13.7%		100.0%

				4														50期3Q キ		44.6%		31.4%		10.7%		3.5%		9.8%		100.0%

						25		63		5								増減率 ゾウゲン リツ		-3.5%		7.9%		3.4%		4.0%		-30.7%		-3.1%

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		50期3Q実績 キ ジッセキ		44.6%		31.4%		10.7%		3.5%		9.8%		100.0%						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

				1,664,289,164		1,173,370,050		399,834,608		130,997,288		365,032,453		3,733,523,563				２Q予算 ヨサン		1,337		793		306		98		495		3,029

																		２Q実績 ジッセキ		1,295		908		327		106		304		2,940

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ						増減 ゾウゲン		△ 42		115		21		8		△ 191		△ 89

		49期3Q実績 キ ジッセキ		44.8%		28.2%		10.0%		3.3%		13.7%		100.0%

				1,723,757,992		1,087,421,365		386,792,549		125,708,784		526,390,510		3,850,071,200						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

																		２Q予算 ヨサン		34.7%		20.6%		7.9%		2.5%		12.9%		78.7%

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ						２Q実績 ジッセキ		34.7%		24.3%		8.8%		2.8%		8.1%		78.8%

		50期3Q実績 キ ジッセキ		1,664		1,173		400		131		365		3,734

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ

		49期3Q実績 キ ジッセキ		1,724		1,087		387		126		527		3,851



































		50期Q実績 キ ジッセキ		ワンプライス		その他 タ		合計 ゴウケイ

		売上高合計		92.1%		7.9%		100.0%



		50期Q実績 キ ジッセキ		その他 タ		OEM		合計 ゴウケイ

		売上高合計		94.0%		6.0%		100.0%



		50期Q実績 キ ジッセキ		その他 タ		フルール		合計 ゴウケイ

		売上高合計		98.1%		1.9%		100.0%





















3Q売上高増減分析（対49期3Q）





49期3Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	50期3Q	3851	3851	3848	3742	3733	3733	

49期3Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	50期3Q	32	

49期3Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	50期3Q	35	106	9	









50期２Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	0.92106158557332429	5.9884314392650559E-2	1.8713848247703301E-2	6.8050357264375636E-4	

　　　　3Q売上高増減分析（対予算）





3Q予算	ワンプライス	OEM	フルール	その他	3Q実績	4026	3881	3845	3741	3733	3733	

3Q予算	ワンプライス	OEM	フルール	その他	3Q実績	

3Q予算	ワンプライス	OEM	フルール	その他	3Q実績	145	36	104	8	





２Q売上高増減分析（対49期２Q）





49期3Q実績	セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	50期3Q	2946	2904	2904	3019	3040	2940	2940	

49期3Q実績	セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	50期3Q	115	21	8	

49期3Q実績	セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	50期3Q	42	108	







50期3Q実績	

セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	0.44576902647500444	0.31427953518985197	0.10709309885236688	3.508677146120371E-2	9.7771568021572983E-2	



49期3Q実績	

セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	0.4477210686389384	0.28244188445138363	0.10046373921604358	3.2651028375786921E-2	0.13672227931784742	

50期3Q実績	[分類名]

[値]



[分類名] [値]



[分類名] [値]
[分類名] [値]
[分類名] [値]

セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	0.44576902647500444	0.31427953518985197	0.10709309885236688	3.508677146120371E-2	9.7771568021572983E-2	
売上高合計	
ワンプライス	その他	0.92082479300228959	7.9000000000000001E-2	
OEM商品

売上高合計	

その他	OEM	0.94	6.0008968962914438E-2	
フルール商品

売上高合計	
その他	フルール	0.98099999999999998	1.8727578234759439E-2	


販管費

		販売費・一般管理費増減内訳 ハンバイヒ イッパン カンリヒ ゾウゲン ウチワケ

																						（百万円） ヒャクマンエン

								第50期3Q ダイ キ								第49期
3Q実績 ダイ キ ジッセキ		増減(△) ゾウゲン		備考 ビコウ

								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		増減(△) ゾウゲン

		売上高 ウリアゲ ダカ						4,025		3,734		△ 291				3,852		△ 118

		販売費						第50期3Q ダイ キ								第49期
3Q実績 ダイ キ ジッセキ		増減(△) ゾウゲン		備考 ビコウ

								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		増減(△) ゾウゲン

						商品ﾃﾞｻﾞｲﾝ国内 ショウヒン		10		11		1				36		△ 25		商標使用料⇒売上原価へ26 ショウヒョウ シヨウリョウ ウリアゲ ゲンカ

						商品ﾃﾞｻﾞｲﾝ海外 ショウヒン		5		1		△ 4				4		△ 3

						出荷ﾋﾟｯｷﾝｸ		123		118		△ 5				117		1

						出荷梱包		48		46		△ 2				47		△ 1

						検品作業		7		4		△ 3				7		△ 3

						物流管理 カン		18		18		0				18		0

						その他		18		14		△ 4				12		2

				業務委託費 ギョウム イタク ヒ				229		212		△ 17				241		△ 29

				倉  庫  料				102		105		3				98		7

				発 送 運 賃				338		330		△ 8				324		6								　

				出荷梱包費 シュッカ コンポウ ヒ				47		40		△ 7				40		0

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ				25		11		△ 14				17		△ 6

				その他				67		50		△ 17				55		△ 5

		販売費合計						808		748		△ 60				775		△ 27

		（売上高販売費比率）						20.1%		20.0%						20.1%



		一般管理費						第50期3Q ダイ キ								第49期
3Q実績 ダイ キ ジッセキ		増減(△) ゾウゲン		備考 ビコウ

								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		増減(△) ゾウゲン

				役員報酬 ヤクイン ホウシュウ				100		97		△ 3				76		21

				労務費 ロウムヒ				309		309		0				268		41

				派遣費用 ハケン ヒヨウ				62		49		△ 13				40		9

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				24		21		△ 3				22		△ 1

				家     賃 イエ チン				46		46		0				46		0

				支払報酬 シハライ ホウシュウ				22		29		7				15		14

				支払手数料 シハライ テスウリョウ				10		20		10				0		20

				その他				31		49		18				38		11

		一般管理費合計 ゴウケイ						604		621		17				505		116

		（売上高一般管理費比率） イッパン カンリヒ						15.0%		16.6%						13.1%



		販売費・一般管理費合計 ハンバイヒ イッパン カンリヒ ゴウケイ						1,412		1,369		△ 43				1,280		89

		（売上高一般管理費比率） イッパン カンリヒ						35.1%		36.7%						33.2%









































BS

				前事業年度
(2019年９月30日)		当第2四半期会計期間
(2020年３月31日) ネン						前事業年度
(2019年９月30日)		当第2四半期会計期間
(2020年３月31日) ネン								科目 カモク				2019年9月末 ネン ガツマツ		2020年6月末 ネン ガツマツ		増減 ゾウゲン		内訳 ウチワケ

		資産の部																				流動資産 リュウドウ シサン		現金･預金		1,115		1,525		409

		流動資産																						受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		379		307		△ 72

		現金及び預金		1,115		809						1,115,815		809,132										電子記録債権 デンシ キロク サイケン		3		2		0

		受取手形及び売掛金		379		918						379,624		918,495										棚卸資産		1,163		898		△ 265

		たな卸資産		1,163		1,058						3,027		7,547										その他流動資産 タ		40		52		12

		その他		42		68						1,163,425		1,058,551										流動資産計 リュウドウ シサン ケイ		2,701		2,784		83

		流動資産合計		2,701		2,853						40,502		62,541								固定資産 コテイ シサン		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		59		63		4

		固定資産										△825		△2,460		60,081								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		30		40		10

		有形固定資産		59		58						2,701,568		2,853,806										投資その他の資産 トウシ タ シサン		79		77		△ 2

		無形固定資産		30		28																		固定資産計 コテイ シサン ケイ		170		181		11

		投資その他の資産		79		73						59,331		58,740								資産計 シサン ケイ				2,871		2,966		94

		固定資産合計		170		160						30,759		28,031								流動負債 リュウドウ フサイ		買掛金 カイカケ キン		24		77		52

		資産合計		2,871		3,014						79,955		73,840										短期借入金 タンキ カリイレ キン		88		70		△ 18		1年内返済長期返済 ネンナイ ヘンサイ チョウキ ヘンサイ

		負債の部										170,045		160,612										未払金 ミハラ キン		160		210		50

		流動負債										2,871,614		3,014,419										その他流動負債 タ リュウドウ		134		154		20		賞与引当金48⇒0
未払消費税5⇒79 ショウヨ ヒキアテ キン ミハラ

		買掛金		24		76																		流動負債計 リュウドウ フサイ ケイ		407		432		25

		1年内返済予定の長期借入金		88		78																固定負債 コテイ フサイ		長期借入金		157		105		△ 52

		未払金		160		213						24,862		76,685										長期未払金		254		254		0

		未払法人税等		59		60						88,132		78,121										退職給付引当金		15		19		4

		賞与引当金		48		0						160,489		213,876										固定負債計 コテイ フサイ ケイ		426		378		△ 48

		その他		26		84						59,287		60,572								負債計 フサイ ケイ				834		811		△ 23

		流動負債合計		407		513						48,381		0								純資産 ジュンシサン		資本金 シホンキン		32		35		3		新株予約権行使(2/14) シンカブヨヤクケン コウシ

		固定負債										26,357		84,178		144,750								資本剰余金 シホン ジョウヨキン		268		271		3		新株予約権行使 シンカブヨヤクケン コウシ

		長期借入金		157		140						407,510		513,432										利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		1,737		1,844		107		四半期利益168ー配当60 リエキ ハイトウ

		退職給付引当金		15		254																		その他有価証券評価差額金 タ ユウカ ショウケン ヒョウカ サガク キン		1		1		0

		役員長期未払金		254		16						157,500		140,000										繰延ヘッジ損益 クリノベ ソンエキ		△ 1		1		2

		固定負債合計		426		411						15,104		254,335								純資産計 ジュンシサン ケイ		純資産計 ジュンシサン ケイ		2,037		2,155		118

		負債合計		834		924						254,335		16,800								負債・純資産計 フサイ ジュンシサン ケイ				2,871		2,966		95

		純資産の部										426,939		411,432

		株主資本										834,449		924,568

		資本金		32		32								

		資本剰余金		268		268								

		利益剰余金		1,737		1,778						32,000		32,000

		株主資本合計		2,037		2,078						268,248		268,335

		評価・換算差額等										1,737,366		1,778,241

		その他有価証券評価差額金		1		1						－		-

		繰延ヘッジ損益		△ 1		9						2,037,614		2,078,489

		評価・換算差額等合計		0		11						

		純資産合計		2,037		2,089						1,295		1,569

		負債純資産合計		2,871		3,014						△1,745		9,792

												△449		11,361

												2,037,165		2,089,851

												2,871,614		3,014,419





CF



				49期２Q		50期２Q		差異 サイ		49期通期 ツウキ

		Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー		186		798		612		462

		　　税前四半期利益		358		334		△ 24		288

		　　売掛債権増減 ゾウ ゲン		△ 195		5		200		452

		　　たな卸資産減		48		471		423		△ 213

		　　仕入債務増		46		10		△ 36		△ 20

		　　法人税支払　 ホウジン ゼイ シハライ		△ 47		△ 59		△ 12		△ 107

		　　その他		△ 24		37		61		62

		Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 14		△ 23		△ 9		△ 20

		フリーキャッシュ・フロー		172		775		603		442

		Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 113		△ 107		6		108

		Ⅳ.換算差額		0		3		3		△ 8						19/9期末
現金等
残高 キ マツ ゲンキン トウ ザンダカ		営業活動 エイギョウ カツドウ		投資活動 トウシ カツドウ		財務活動 ザイム カツドウ		換算差額 カンザン サガク		20/3期末
現金等
残高 キ マツ ゲンキン トウ ザンダカ

		Ⅴ.現金等の増減額		59		671		612		542						1,115		1,115		1,890		1,783		1,783		1,786

		Ⅵ.現金等の期首残高		572		1,115		543		573				増加 ゾウカ				798						3

		Ⅶ.現金等の期末残高		631		1,786		1,155		1,115				減少 ゲンショウ						23		107





キャッシュ・フロー増減





19/9期末	
現金等	
残高	営業活動	投資活動	財務活動	換算差額	20/3期末	
現金等	
残高	1115	1115	1890	1783	1783	1786	増加	



19/9期末	
現金等	
残高	営業活動	投資活動	財務活動	換算差額	20/3期末	
現金等	
残高	798	3	減少	

19/9期末	
現金等	
残高	営業活動	投資活動	財務活動	換算差額	20/3期末	
現金等	
残高	23	107	





税前利益　　　334
たな卸資産減少423



評価損廃棄損

		50期 キ		第1四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ		第2四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第3四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第3四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ				49期 キ		第1四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ		第2四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第3四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第4四半期計 ダイ シハンキ ケイ		年度計 ネンド ケイ				48期 キ		第1四半期計		第2四半期計		第3四半期計		第4四半期計		年度計

		評価損 ヒョウカ ソン		15,517,579		16,875,949		20,856,385		53,249,913				評価損 ヒョウカ ソン		4,522,361		4,422,124		3,457,277		21,955,184		34,356,946				評価損 ヒョウカ ソン		13,516,681		12,786,957		8,480,992		11,665,872		46,450,502

		廃棄損 ハイキ ソン		181,724		5,492,058		1,778,948		7,452,730				廃棄損 ハイキ ソン		4,593,303		5,702,998		9,043,351		13,239,333		32,578,985				廃棄損 ハイキ ソン		3,016,908		14,594,489		4,329,540		14,355,131		36,296,068



				48期１Q キ		２Q		３Q		３Q累計 ルイケイ		4Q累計 ルイケイ		49期１Q キ		２Q		３Q		４Q		4Q累計 ルイケイ		50期１Q キ		２Q		３Q		３Q累計 ルイケイ

		評価損 ヒョウカ ソン		14		13		8		12		46		5		4		3		22		34		16		17		21		53

		廃棄損 ハイキ ソン		3		15		4		14		36		5		6		9		13		33		0		5		2		7



製品評価損・廃棄損推移



評価損	48期１Q	２Q	３Q	３Q累計	4Q累計	49期１Q	２Q	３Q	４Q	4Q累計	50期１Q	２Q	３Q	３Q累計	13.516681	12.786956999999999	8.4809920000000005	11.665872	46.450502	4.5223610000000001	4.4221240000000002	3.4572769999999999	21.955183999999999	34.356946000000001	15.517579	16.875948999999999	20.856385	53.249912999999999	廃棄損	48期１Q	２Q	３Q	３Q累計	4Q累計	49期１Q	２Q	３Q	４Q	4Q累計	50期１Q	２Q	３Q	３Q累計	3.0169079999999999	14.594488999999999	4.3295399999999997	14.355131	36.296067999999998	4.5933029999999997	5.702998	9.0433509999999995	13.239333	32.578985000000003	0.181724	5.4920580000000001	1.778948	7.4527299999999999	
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4,000

19/3Q ワンプライス OEM フルール その他 20/3Q

△118

ワンプライス OEM フルール その他 合計

19/3Q 3,421 236 183 11 3,851

20/3Q 3,453 201 77 2 3,733

増減 32 △ 35 △ 106 △ 9 △ 118

百万円

売上高増減内訳（対19/3Q ）

8


総括

		　		20/3Q								19/3Q				対予算増減 タイ ヨサン ゾウゲン						対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン						20/9業績予想
(2月13日公表値） ギョウセキ ヨソウ ガツ ニチ コウヒョウ チ

				予算 ヨサン				実績 ジッセキ								金額 キンガク				％		金額 キンガク				％

		売上高 ウリアゲ ダカ		4,026				3,733				3,851				△ 293				△7.3%		△ 118				△3.1%		5,185

		営業利益 エイギョウ リエキ		250				264				346				14				5.7%		△ 82				△23.4%		272

		経常利益 ケイジョウ リエキ		250				268				350				18				7.2%		△ 82				△23.4%		271

		四半期（当期）純利益 シハンキ トウキ ジュンリエキ		166				168				233				2				1.2%		△ 65				△27.9%		180

		1株当たり         四半期(当期)      純利益(円/株） カブ ア シハンキ トウキ ジュンリエキ エン カブ		51.80				52.35				85.00				0.55						△ 32.65						56.25

		(注）2019年3Q期中平均株式数　2,745,000株 チュウ ネン キチュウ ヘイキン カブシキスウ カブ

		(注）2020年3Q期中平均株式数　3,212,591株 チュウ ネン キチュウ ヘイキン カブシキスウ カブ























PL関係ﾃﾞｰﾀ・グラフ

				全社		全社		全社				全社		全社		全社				全社		全社		全社				全社		全社		全社				全社		決算賞与		全社年計		3Q累計 ルイケイ

				43739		43770		43800		１Q実績 ジッセキ		43831		43862		43891		２Q		43922		43952		43983		３Q		44013		44044		44075		４Q		年計				年計(決算賞与後)

		売上高 ウリアゲ ダカ		460,056,918		373,433,549		669,570,734		1,503,061,201		594,988,259		526,995,267		314,777,887		1,436,761,413		242,271,791		285,931,296		265,497,655		793,700,742		302,429,000		430,752,000		425,753,000		1,158,934,000		4,892,457,356		0		4,892,457,356		3,733,523,356

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		250,233,874		218,268,314		380,718,853		849,221,041		319,401,735		273,092,351		194,284,462		786,778,548		136,486,165		158,470,846		168,613,198		463,570,209		172,483,000		244,757,000		248,589,000		665,829,000		2,765,398,798		0		2,765,398,798		2,099,569,798

		粗利 アラリ		209,823,044		155,165,235		288,851,881		653,840,160		275,586,524		253,902,916		120,493,425		649,982,865		105,785,626		127,460,450		96,884,457		330,130,533		129,946,000		185,995,000		177,164,000		493,105,000		2,127,058,558		0		2,127,058,558		1,633,953,558

		販売費 ハンバイヒ		88,839,052		75,933,982		123,763,345		288,536,379		109,121,277		95,036,975		65,901,848		270,060,100		58,531,670		65,112,047		66,221,506		189,865,223		68,027,000		83,144,000		91,602,000		242,773,000		991,234,702		0		991,234,702		748,461,702

		一般管理費 イッパン カンリヒ		61,206,382		63,861,949		79,090,510		204,158,841		69,811,704		75,730,491		65,956,787		211,498,982		67,184,271		67,854,801		69,910,247		204,949,319		68,568,000		69,345,000		90,860,000		228,773,000		849,380,142		14,750,000		864,130,142		620,607,142

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		150,045,434		139,795,931		202,853,855		492,695,220		178,932,981		170,767,466		131,858,635		481,559,082		125,715,941		132,966,848		136,131,753		394,814,542		136,595,000		152,489,000		182,462,000		471,546,000		1,840,614,844		14,750,000		1,855,364,844		1,369,068,844

		営業利益 エイギョウ リエキ		59,777,610		15,369,304		85,998,026		161,144,940		96,653,543		83,135,450		△ 11,365,210		168,423,783		△ 19,930,315		△ 5,506,398		△ 39,247,296		△ 64,684,009		△ 6,649,000		33,506,000		△ 5,298,000		21,559,000		286,443,714		△ 14,750,000		271,693,714		264,884,714

		営業外利益 エイギョウ ガイ リエキ		2,514,720		1,763,881		△ 607,485		3,671,116		374,445		2,051,960		△ 501,433		1,924,972		△ 1,826,824		1,820,037		△ 499,036		△ 505,823		0		0		0		0		5,090,265		0		5,090,265		5,090,265

		営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		305,709		9,557		25,949		341,215		255,652		78,529		7,343		341,524		227,065		21,609		677,937		926,611		229,000		20,000		20,000		269,000		1,878,350		0		1,878,350		1,609,350

		経常利益 ケイジョウ リエキ		61,986,621		17,123,628		85,364,592		164,474,841		96,772,336		85,108,881		△ 11,873,986		170,007,231		△ 21,984,204		△ 3,707,970		△ 40,424,269		△ 66,116,443		△ 6,878,000		33,486,000		△ 5,318,000		21,290,000		289,655,629		△ 14,750,000				268,365,629

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		38,844,006		10,730,547		53,493,846		103,068,399		60,642,524		53,333,604		△ 7,440,850		106,535,278		△ 13,776,434		△ 2,323,604		△ 25,331,927		△ 41,431,965		△ 4,583,000		22,312,000		△ 3,544,000		14,185,000		182,356,712		△ 9,828,000		172,528,712		168,171,712

																		209,603,677								184,271,750

		実績 ジッセキ		43739		43770		43800		1Q実績 ジッセキ		43831		43862		43891		２Q		43922		43952		43983		３Q		44013		44044		44075		４Q		年度計 ネンド ケイ		決算賞与		全社年計		3Q累計 ルイケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		460		373		670		1,503		595		527		315		1,437		242		286		265		794		302		431		426		1,159		4,892		0		4,892		3,734

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		250		218		381		849		319		273		194		787		136		158		169		464		172		245		249		666		2,765		0		2,765		2,100

		粗利 アラリ		210		155		289		654		276		254		120		650		106		127		97		330		130		186		177		493		2,127		0		2,127		1,634

		販売費 ハンバイヒ		89		76		124		289		109		95		66		270		59		65		66		190		68		83		92		243		991		0		991		748

		一般管理費 イッパン カンリヒ		61		64		79		204		70		76		66		211		67		68		70		205		69		69		91		229		849		15		864		621

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		150		140		203		493		179		171		132		482		126		133		136		395		137		152		182		472		1,841		15		1,855		1,369

		営業利益 エイギョウ リエキ		60		15		86		161		97		83		△ 11		168		△ 20		△ 6		△ 39		△ 65		△ 7		34		△ 5		22		286		△ 15		272		264

		営業外利益 エイギョウ ガイ リエキ		3		2		△ 1		4		0		2		△ 1		2		△ 2		2		0		△ 1		0		0		0		0		5		0		5		5

		営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		2		0		2		2

		経常利益 ケイジョウ リエキ		62		17		85		164		97		85		△ 12		170		△ 22		△ 4		△ 40		△ 66		△ 7		33		△ 5		21		290		△ 15		0		268

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		39		11		53		103		61		53		△ 7		107		△ 14		△ 2		△ 25		△ 41		△ 5		22		△ 4		14		182		△ 10		173		168

		予算 ヨサン		１Q合計 ゴウケイ		２Q合計 ゴウケイ		43922		43952		43983		３Q合計 ゴウケイ		４Q合計 ゴウケイ		年度計 ネンド ケイ		3Q累計 ルイケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,428		1,600		307		353		337		998		1,160		5,185		4,026

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		856		905		185		207		209		601		666		3,028		2,362

		粗利 アラリ		573		695		122		146		128		396		493		2,157		1,664

		販売費 ハンバイヒ		273		310		70		74		75		219		244		1,046		802

		一般管理費 イッパン カンリヒ		204		202		68		70		69		206		227		831		612

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		476		513		137		144		144		425		471		1,884		1,414

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		183		-15		2		△ 16		△ 29		22		272		251

		営業外利益 エイギョウ ガイ リエキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		経常利益 ケイジョウ リエキ		97		182		-16		3		△ 16		△ 29		36		271		250

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		122		-10		2		△ 11		△ 19		14		181		167



		3Q累計 ルイケイ		予算 ヨサン				実績 ジッセキ				差異 サイ				差異分析 サイ ブンセキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		4,026				3,734				△ 292				売上高差 ウリアゲ ダカ サ		△ 120.7

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,362		58.7%		2,100		56.2%		△ 262		2.4%		原価差 ゲンカ サ		90.7

		粗利 アラリ		1,664		41.3%		1,634		43.8%		△ 30				販管費差 ハンカンヒ サ		45.0

		販売費 ハンバイヒ		802		19.9%		748		20.0%		△ 54				計 ケイ		15.0

		一般管理費 イッパン カンリヒ		612		15.2%		621		16.6%		9

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		1,414		35.1%		1,369		36.7%		45		-1.54%

		営業利益 エイギョウ リエキ		251		6.2%		264		7.1%		13



		予算 ヨサン		１Q合計 ゴウケイ		２Q合計 ゴウケイ		4月 ガツ		5月		6月		３Q合計 ゴウケイ		４Q合計 ゴウケイ		年度計 ネンド ケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,428		1,600		307		353		337		997		1,160		5,185

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		183		△ 15		2		△ 16		△ 29		36		287

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		122		△ 10		2		△ 11		△ 19		14		180

				１Q実績 ジッセキ				２Q実績 ジッセキ				3Q実績 ジッセキ				４Q				年度計 ネンド ケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,525		1,503		1,421		1,437		905		794		1,115		1,159		4,966		4,893



				１Q実績 ジッセキ				２Q実績 ジッセキ				３Q実績 ジッセキ				４Q				年度計 ネンド ケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		営業利益 エイギョウ リエキ		170		161		186		168		△ 10		△ 65		△ 16		22		330		286







		予算 ヨサン		１Q		２Q		３Q		４Q		年度計 ネンド ケイ

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		183		△ 29		22		272

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		122		△ 19		14		181

				１Q合計 ゴウケイ				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月				6月				3Q累計 ルイケイ

				予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,428		1,503		1,600		1,437		307		242		353		286		337		265		4,026		3,733



				１Q				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月				6月				3Q累計 ルイケイ

				予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		161		183		169		△ 15		△ 20		2		△ 6		△ 16		△ 39		250		264

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		103		186		210		△ 10		△ 14		2		△ 2		△ 11		△ 25		167		169

		３Q差異分析 サイ ブンセキ

		３Q予算 ヨサン		売上高減 ウリアゲ ダカ ゲン		原価率改善 ゲンカ リツ カイゼン		販管費減 ハンカンヒ ゲン		3Q実績 ジッセキ

		250		129		129		219		264

						90		45

				121				0

				１Q合計 ゴウケイ				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,525		1,503		1,421		1,437		270		242		354		286		281		265		3,851		3,733



				１Q				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		営業利益 エイギョウ リエキ		170		161		186		169		△ 18		△ 20		21		△ 6		△ 13		△ 39		346		264

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		114		103		125		107		△ 11		△ 14		16		△ 2		△ 10		△ 25		234		169

				１Q合計 ゴウケイ				２Q累計 ルイケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ														49期 キ		50期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,525		1,503		2,946		2,940		565		3,182		373		3,468		654		265		3,117		8,418



				１Q合計 ゴウケイ				２Q累計 ルイケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		営業利益 エイギョウ リエキ		170		161		357		330		339		310		360		304		347				347		614

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		114		103		239		210		228		196		244		194		234				233		390

		３Q差異分析 サイ ブンセキ

		49期3Q累計 キ ルイケイ		売上高減 ウリアゲ ダカ ゲン		原価率改善 ゲンカ リツ カイゼン		販管費増 ハンカンヒゾウ		59期3Q累計 キ ルイケイ

		346		296		296		264		264

						56

				50				88

				49期3Q累計 キ ルイケイ				50期3Q累計 キ ルイケイ				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,852				3,734				△ 118

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,224		57.7%		2,100		56.2%		△ 124		1.50%		売上高差 ウリアゲ ダカ サ		△ 49.9

		粗利 アラリ		1,628		42.3%		1,634		43.8%		6		-1.50%		原価差 ゲンカ サ		55.9

		販売費 ハンバイヒ		775		20.1%		748		20.0%		27		0.09%		販管費差 ハンカンヒ サ		△ 88.0

		一般管理費 イッパン カンリヒ		506		13.1%		620		16.6%		△ 114		-3.47%		計 ケイ		△ 82.0

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		1,281		33.3%		1,369		36.7%		△ 88		-3.41%

		営業利益 エイギョウ リエキ		346		9.0%		264		7.1%		△ 82
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第50期実績見込（第49期実績）売上高



売上高	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q実績	２Q実績	3Q実績	４Q	年度計	1525	1503	1421	1437	905	794	1115	1159	4966	4893	





第50期　予算営業利益・当期純利益



営業利益	

１Q	２Q	３Q	４Q	年度計	97	183	-29	22	272	当期純利益	

１Q	２Q	３Q	４Q	年度計	64	122	-19	14	181	







3Q売上高推移（対予算）



売上高	

予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	１Q合計	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	1428	1503	1600	1437	307	242	353	286	337	265	4026	3733	





3Q営業利益推移（対予算）



営業利益	

予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	１Q	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	97	161	183	169	-15	-20	2	-6	-16	-39	250	264	





3Q累計営業利益増減分析（対予算）





３Q予算	売上高減	原価率改善	販管費減	3Q実績	250	129	129	219	264	

３Q予算	売上高減	原価率改善	販管費減	3Q実績	90	45	

３Q予算	売上高減	原価率改善	販管費減	3Q実績	121	0	





第50期実績見込（49期実績）営業利益



営業利益	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q実績	２Q実績	３Q実績	４Q	年度計	170	161	186	168	-10	-65	-16	22	330	286	





3Q売上高推移（対前期）



売上高	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q合計	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	1525	1503	1421	1437	270	242	354	286	281	265	3851	3733	





3Q累計営業利益推移（対前期）



営業利益	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	170	161	186	169	-18	-20	21	-6	-13	-39	346	264	





3Q累計営業利益増減分析（対前期）





49期3Q累計	売上高減	原価率改善	販管費増	59期3Q累計	346	296	296	264	264	

49期3Q累計	売上高減	原価率改善	販管費増	59期3Q累計	56	

49期3Q累計	売上高減	原価率改善	販管費増	59期3Q累計	50	88	







売上高

		実績 ジッセキ

		49期3Q キ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

		売上高合計		3,421,276,484		236,480,519		182,999,162		10,869,012		3,851,625,177								ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

				88.8%		6.1%		4.8%		0.3%		100%						19/3Q		3,421		236		183		11		3,851

																		20/3Q		3,453		201		77		2		3,733

		50期3Q実績 キ ジッセキ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ						増減 ゾウゲン		32		△ 35		△ 106		△ 9		△ 118

		売上高合計		3,453,415,643		201,381,797		77,159,874		1,566,042		3,733,523,356

				92.5%		5.4%		2.1%		0.0%		100.0%

																				ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

		増減 ゾウゲン		32,139,159		△35,098,722		△105,839,288		△9,302,970		△118,101,821						3Q予算 ヨサン		3,598		237		181		10		4,026

																		3Q実績 ジッセキ		3,453		201		77		2		3,733

		49期3Q キ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		50期3Q キ						増減 ゾウゲン		△ 145		△ 36		△ 104		△ 8		△ 293

		3,851		3,851		3,848		3,742		3,733		3,733

				32														50期２Q キ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

						35		106		9										92.1%		6.0%		1.9%		0.1%		100.0%

																		50期2Q キ		2,707		176		55		2		2,939

		50期3Q予算 キ ヨサン		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

		売上高合計		3,597,750,000		236,661,000		181,952,000		9,891,000		4,026,254,000

				89.4%		5.9%		4.5%		0.2%		100.0%



		増減 ゾウゲン		△144,334,357		△35,279,203		△104,792,126		△8,324,958		△292,730,644



		3Q予算 ヨサン		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		3Q実績 ジッセキ

		4,026		3,882		3,847		3,742		3,733		3,733



				144		35		105		9



				2,703,559,000		200,602,000		118,361,000		6,594,000		3,029,116,000



		49期3Q実績 キ ジッセキ		セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		50期3Q キ						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2,946		2,904		2,904		3,019		3,040		2,940		2,940				49期2Q キ		1,337		793		306		98		412		2,946

						115		21		8								50期2Q キ		1,295		908		327		106		304		2,940

				42								108						増減 ゾウゲン		△ 42		115		21		8		△ 108		△ 6

		3Q予算 ヨサン		セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		3Q実績 ジッセキ						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		3,029		3,029		3,008		2,945		2,940				2,940				49期2Q キ		45.4%		26.9%		10.4%		3.3%		14.0%		100.0%

				4														50期２Q キ		44.0%		30.9%		11.1%		3.6%		10.3%		100.0%

						25		63		5								増減率 ゾウゲン リツ		-3.1%		14.5%		6.9%		8.2%		-26.2%		-0.2%

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		50期3Q実績 キ ジッセキ		37.5%		26.3%		9.5%		3.1%		23.7%		100.0%						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

				1,295,072,707		907,760,221		327,401,230		106,181,623		816,999,862		3,453,415,643				２Q予算 ヨサン		1,337		793		306		98		495		3,029

																		２Q実績 ジッセキ		1,295		908		327		106		304		2,940

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ						増減 ゾウゲン		△ 42		115		21		8		△ 191		△ 89

		49期3Q実績 キ ジッセキ		39.1%		23.2%		8.9%		2.9%		25.9%		100.0%

				1,337,133,020		793,402,187		305,996,625		98,249,513		886,495,139		3,421,276,484						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

																		２Q予算 ヨサン		45.4%		26.9%		10.4%		3.3%		16.8%		102.8%

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ						２Q実績 ジッセキ		44.0%		30.9%		11.1%		3.6%		10.3%		100.0%

		50期3Q実績 キ ジッセキ		1,295		908		327		106		817		3,453

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ

		49期3Q実績 キ ジッセキ		1,337		793		306		98		886		3,421



































		50期Q実績 キ ジッセキ		ワンプライス		その他 タ		合計 ゴウケイ

		売上高合計		92.1%		7.9%		100.0%



		50期Q実績 キ ジッセキ		その他 タ		OEM		合計 ゴウケイ

		売上高合計		94.0%		6.0%		100.0%



		50期Q実績 キ ジッセキ		その他 タ		フルール		合計 ゴウケイ

		売上高合計		98.1%		1.9%		100.0%





















3Q売上高増減分析（対49期3Q）





49期3Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	50期3Q	3851	3851	3848	3742	3733	3733	

49期3Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	50期3Q	32	

49期3Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	50期3Q	35	106	9	









50期２Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	0.92106158557332429	5.9884314392650559E-2	1.8713848247703301E-2	6.8050357264375636E-4	

　　　　3Q売上高増減分析（対予算）





3Q予算	ワンプライス	OEM	フルール	その他	3Q実績	4026	3882	3847	3742	3733	3733	

3Q予算	ワンプライス	OEM	フルール	その他	3Q実績	

3Q予算	ワンプライス	OEM	フルール	その他	3Q実績	144	35	105	9	





２Q売上高増減分析（対49期２Q）





49期3Q実績	セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	50期3Q	2946	2904	2904	3019	3040	2940	2940	

49期3Q実績	セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	50期3Q	115	21	8	

49期3Q実績	セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	50期3Q	42	108	







50期3Q実績	

セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	0.37501211579471611	0.26285866366535132	9.4805046320918629E-2	3.0746841381583446E-2	0.23657733283743049	



49期3Q実績	

セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	0.39082869398403169	0.23190238810293123	8.9439314954821408E-2	2.8717209339693926E-2	0.25911239361852173	

50期3Q実績	[分類名]

[値]



[分類名] [値]



[分類名] [値]
[分類名] [値]
[分類名] [値]

セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	0.37501211579471611	0.26285866366535132	9.4805046320918629E-2	3.0746841381583446E-2	0.23657733283743049	
売上高合計	
ワンプライス	その他	0.92082479300228959	7.9000000000000001E-2	
OEM商品

売上高合計	

その他	OEM	0.94	6.0008968962914438E-2	
フルール商品

売上高合計	
その他	フルール	0.98099999999999998	1.8727578234759439E-2	


販管費

		販売費・一般管理費増減内訳 ハンバイヒ イッパン カンリヒ ゾウゲン ウチワケ

																						（百万円） ヒャクマンエン

								第50期3Q ダイ キ								第49期
3Q実績 ダイ キ ジッセキ		増減(△) ゾウゲン		備考 ビコウ

								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		増減(△) ゾウゲン

		売上高 ウリアゲ ダカ						4,025		3,734		△ 291				3,852		△ 118

		販売費						第50期3Q ダイ キ								第49期
3Q実績 ダイ キ ジッセキ		増減(△) ゾウゲン		備考 ビコウ

								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		増減(△) ゾウゲン

						商品ﾃﾞｻﾞｲﾝ国内 ショウヒン		10		11		1				36		△ 25		商標使用料⇒売上原価へ26 ショウヒョウ シヨウリョウ ウリアゲ ゲンカ

						商品ﾃﾞｻﾞｲﾝ海外 ショウヒン		5		1		△ 4				4		△ 3

						出荷ﾋﾟｯｷﾝｸ		123		118		△ 5				117		1

						出荷梱包		48		46		△ 2				47		△ 1

						検品作業		7		4		△ 3				7		△ 3

						物流管理 カン		18		18		0				18		0

						その他		18		14		△ 4				12		2

				業務委託費 ギョウム イタク ヒ				229		212		△ 17				241		△ 29

				倉  庫  料				102		105		3				98		7

				発 送 運 賃				338		330		△ 8				324		6								　

				出荷梱包費 シュッカ コンポウ ヒ				47		40		△ 7				40		0

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ				25		11		△ 14				17		△ 6

				その他				67		50		△ 17				55		△ 5

		販売費合計						808		748		△ 60				775		△ 27

		（売上高販売費比率）						20.1%		20.0%						20.1%



		一般管理費						第50期3Q ダイ キ								第49期
3Q実績 ダイ キ ジッセキ		増減(△) ゾウゲン		備考 ビコウ

								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		増減(△) ゾウゲン

				役員報酬 ヤクイン ホウシュウ				100		97		△ 3				76		21

				労務費 ロウムヒ				309		309		0				268		41

				派遣費用 ハケン ヒヨウ				62		49		△ 13				40		9

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				24		21		△ 3				22		△ 1

				家     賃 イエ チン				46		46		0				46		0

				支払報酬 シハライ ホウシュウ				22		29		7				15		14

				支払手数料 シハライ テスウリョウ				10		20		10				0		20

				その他				31		49		18				38		11

		一般管理費合計 ゴウケイ						604		621		17				505		116

		（売上高一般管理費比率） イッパン カンリヒ						15.0%		16.6%						13.1%



		販売費・一般管理費合計 ハンバイヒ イッパン カンリヒ ゴウケイ						1,412		1,369		△ 43				1,280		89

		（売上高一般管理費比率） イッパン カンリヒ						35.1%		36.7%						33.2%









































BS

				前事業年度
(2019年９月30日)		当第2四半期会計期間
(2020年３月31日) ネン						前事業年度
(2019年９月30日)		当第2四半期会計期間
(2020年３月31日) ネン								科目 カモク				2019年9月末 ネン ガツマツ		2020年6月末 ネン ガツマツ		増減 ゾウゲン		内訳 ウチワケ

		資産の部																				流動資産 リュウドウ シサン		現金･預金		1,115		1,525		410

		流動資産																						受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		379		305		△ 74

		現金及び預金		1,115		809						1,115,815		809,132										電子記録債権 デンシ キロク サイケン		3		3		0

		受取手形及び売掛金		379		918						379,624		918,495										棚卸資産		1,163		898		△ 265

		たな卸資産		1,163		1,058						3,027		7,547										その他流動資産 タ		40		52		12

		その他		42		68						1,163,425		1,058,551										流動資産計 リュウドウ シサン ケイ		2,701		2,784		83

		流動資産合計		2,701		2,853						40,502		62,541								固定資産 コテイ シサン		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		59		63		4

		固定資産										△825		△2,460		60,081								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		30		40		10

		有形固定資産		59		58						2,701,568		2,853,806										投資その他の資産 トウシ タ シサン		79		77		△ 2

		無形固定資産		30		28																		固定資産計 コテイ シサン ケイ		170		181		11

		投資その他の資産		79		73						59,331		58,740								資産計 シサン ケイ				2,871		2,966		95

		固定資産合計		170		160						30,759		28,031								流動負債 リュウドウ フサイ		買掛金 カイカケ キン		24		77		53

		資産合計		2,871		3,014						79,955		73,840										短期借入金 タンキ カリイレ キン		88		70		△ 18		1年内返済長期返済 ネンナイ ヘンサイ チョウキ ヘンサイ

		負債の部										170,045		160,612										未払金 ミハラ キン		160		130		△ 30

		流動負債										2,871,614		3,014,419										その他流動負債 タ リュウドウ		134		154		20		賞与引当金48⇒0
未払消費税5⇒79 ショウヨ ヒキアテ キン ミハラ

		買掛金		24		76																		流動負債計 リュウドウ フサイ ケイ		407		432		25

		1年内返済予定の長期借入金		88		78																固定負債 コテイ フサイ		長期借入金		157		105		△ 52

		未払金		160		213						24,862		76,685										長期未払金		254		254		0

		未払法人税等		59		60						88,132		78,121										退職給付引当金		15		19		4

		賞与引当金		48		0						160,489		213,876										固定負債計 コテイ フサイ ケイ		426		378		△ 48

		その他		26		84						59,287		60,572								負債計 フサイ ケイ				834		811		△ 23

		流動負債合計		407		513						48,381		0								純資産 ジュンシサン		資本金 シホンキン		32		35		3		新株予約権行使(2/14) シンカブヨヤクケン コウシ

																								資本準備金 シホン ジュンビキン		-		3		3		新株予約権行使 シンカブヨヤクケン コウシ

		固定負債										26,357		84,178		144,750								資本剰余金 シホン ジョウヨキン		268		268		0

		長期借入金		157		140						407,510		513,432										利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		1,737		1,844		107		四半期利益168ー配当60 リエキ ハイトウ

		退職給付引当金		15		254																		その他有価証券評価差額金 タ ユウカ ショウケン ヒョウカ サガク キン		1		1		0

		役員長期未払金		254		16						157,500		140,000										繰延ヘッジ損益 クリノベ ソンエキ		△ 1		1		2

		固定負債合計		426		411						15,104		254,335								純資産計 ジュンシサン ケイ		純資産計 ジュンシサン ケイ		2,037		2,155		118

		負債合計		834		924						254,335		16,800								負債・純資産計 フサイ ジュンシサン ケイ				2,871		2,966		95

		純資産の部										426,939		411,432

		株主資本										834,449		924,568

		資本金		32		32								

		資本剰余金		268		268								

		利益剰余金		1,737		1,778						32,000		32,000

		株主資本合計		2,037		2,078						268,248		268,335

		評価・換算差額等										1,737,366		1,778,241

		その他有価証券評価差額金		1		1						－		-

		繰延ヘッジ損益		△ 1		9						2,037,614		2,078,489

		評価・換算差額等合計		0		11						

		純資産合計		2,037		2,089						1,295		1,569

		負債純資産合計		2,871		3,014						△1,745		9,792

												△449		11,361

												2,037,165		2,089,851

												2,871,614		3,014,419





CF



				49期２Q		50期２Q		差異 サイ		49期通期 ツウキ

		Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー		186		798		612		462

		　　税前四半期利益		358		334		△ 24		288

		　　売掛債権増減 ゾウ ゲン		△ 195		5		200		452

		　　たな卸資産減		48		471		423		△ 213

		　　仕入債務増		46		10		△ 36		△ 20

		　　法人税支払　 ホウジン ゼイ シハライ		△ 47		△ 59		△ 12		△ 107

		　　その他		△ 24		37		61		62

		Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 14		△ 23		△ 9		△ 20

		フリーキャッシュ・フロー		172		775		603		442

		Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 113		△ 107		6		108

		Ⅳ.換算差額		0		3		3		△ 8						19/9期末
現金等
残高 キ マツ ゲンキン トウ ザンダカ		営業活動 エイギョウ カツドウ		投資活動 トウシ カツドウ		財務活動 ザイム カツドウ		換算差額 カンザン サガク		20/3期末
現金等
残高 キ マツ ゲンキン トウ ザンダカ

		Ⅴ.現金等の増減額		59		671		612		542						1,115		1,115		1,890		1,783		1,783		1,786

		Ⅵ.現金等の期首残高		572		1,115		543		573				増加 ゾウカ				798						3

		Ⅶ.現金等の期末残高		631		1,786		1,155		1,115				減少 ゲンショウ						23		107





キャッシュ・フロー増減





19/9期末	
現金等	
残高	営業活動	投資活動	財務活動	換算差額	20/3期末	
現金等	
残高	1115	1115	1890	1783	1783	1786	増加	



19/9期末	
現金等	
残高	営業活動	投資活動	財務活動	換算差額	20/3期末	
現金等	
残高	798	3	減少	

19/9期末	
現金等	
残高	営業活動	投資活動	財務活動	換算差額	20/3期末	
現金等	
残高	23	107	





税前利益　　　334
たな卸資産減少423



評価損廃棄損

		50期 キ		第1四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ		第2四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第3四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第3四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ				49期 キ		第1四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ		第2四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第3四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第4四半期計 ダイ シハンキ ケイ		年度計 ネンド ケイ				48期 キ		第1四半期計		第2四半期計		第3四半期計		第4四半期計		年度計

		評価損 ヒョウカ ソン		15,517,579		16,875,949		20,856,385		53,249,913				評価損 ヒョウカ ソン		4,522,361		4,422,124		3,457,277		21,955,184		34,356,946				評価損 ヒョウカ ソン		13,516,681		12,786,957		8,480,992		11,665,872		46,450,502

		廃棄損 ハイキ ソン		181,724		5,492,058		1,778,948		7,452,730				廃棄損 ハイキ ソン		4,593,303		5,702,998		9,043,351		13,239,333		32,578,985				廃棄損 ハイキ ソン		3,016,908		14,594,489		4,329,540		14,355,131		36,296,068



				48期１Q キ		２Q		３Q		３Q累計 ルイケイ		4Q累計 ルイケイ		49期１Q キ		２Q		３Q		４Q		4Q累計 ルイケイ		50期１Q キ		２Q		３Q		３Q累計 ルイケイ

		評価損 ヒョウカ ソン		14		13		8		12		46		5		4		3		22		34		16		17		21		53

		廃棄損 ハイキ ソン		3		15		4		14		36		5		6		9		13		33		0		5		2		7



製品評価損・廃棄損推移



評価損	48期１Q	２Q	３Q	３Q累計	4Q累計	49期１Q	２Q	３Q	４Q	4Q累計	50期１Q	２Q	３Q	３Q累計	13.516681	12.786956999999999	8.4809920000000005	11.665872	46.450502	4.5223610000000001	4.4221240000000002	3.4572769999999999	21.955183999999999	34.356946000000001	15.517579	16.875948999999999	20.856385	53.249912999999999	廃棄損	48期１Q	２Q	３Q	３Q累計	4Q累計	49期１Q	２Q	３Q	４Q	4Q累計	50期１Q	２Q	３Q	３Q累計	3.0169079999999999	14.594488999999999	4.3295399999999997	14.355131	36.296067999999998	4.5933029999999997	5.702998	9.0433509999999995	13.239333	32.578985000000003	0.181724	5.4920580000000001	1.778948	7.4527299999999999	
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19/3Q累計 売上高減 原価率改善 販管費増 20/3Q累計

△82

営業利益増減分析（対19/3Q）

百万円

労務費 △44
支払報酬 △14
支払手数料 △20
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3,733
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改善
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新たな成長に向けた「人材投資」により、販売管理費は増加

１．人事制度改革（職務成果に応じた報酬制度）

•職務の明確化（JOB型人事制度）とグレード制の導入。給与水準見直し

•目標管理制度確立

•各種手当創設 ⇒ 現有社員のエンゲージメント向上

２．成長へ向け積極的に採用拡大（前年同月正社員数６1名⇒６9名）

•商品企画開発力強化

•営業力強化

•生産、品質管理強化

•新規商品開拓

⇒ コロナ禍をチャンスと捉え
プロ人材を中心に積極的に人材獲得

10
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比較貸借対照表

現預金

受取手形
売掛金

棚卸資産

固定資産

借入金

その他
資産

純資産

（百万円）
比較貸借対照表

2019年9月末 2020年6月末 増減 内訳

現金･預金 1,115 1,525 409

受取手形及び売掛金 379 307 △ 72

電子記録債権 3 2 0

棚卸資産 1,163 898 △ 265

その他流動資産 40 52 12

流動資産計 2,701 2,784 83

有形固定資産 59 63 4

無形固定資産 30 40 10

投資その他の資産 79 77 △ 2

固定資産計 170 181 11

2,871 2,966 94

買掛金 24 77 52

短期借入金 88 70 △ 18 1年内返済長期返済

未払金 160 210 50

その他流動負債 134 74 △ 60

流動負債計 407 432 25

長期借入金 157 105 △ 52

長期未払金 254 254 0

退職給付引当金 15 19 4

固定負債計 426 378 △ 48

834 811 △ 23

資本金 32 35 3 新株予約権行使(2/14)

資本剰余金 268 271 3 新株予約権行使

利益剰余金 1,737 1,844 107 四半期利益168ー配当60

その他有価証券評価差額金 1 1 0

繰延ヘッジ損益 △ 1 1 2

2,037 2,155 118

2,871 2,966 94

純
資
産

負債計

負債・純資産計

科目

流
動
資
産

固
定
資
産

資産計

流
動
負
債

固
定
負
債

純資産計

(資 産) (負債・純資産)

（百万円）
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総括

		　		20/3Q								19/3Q				対予算増減 タイ ヨサン ゾウゲン						対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン						20/9業績予想
(2月13日公表値） ギョウセキ ヨソウ ガツ ニチ コウヒョウ チ

				予算 ヨサン				実績 ジッセキ								金額 キンガク				％		金額 キンガク				％

		売上高 ウリアゲ ダカ		4,026				3,733				3,851				△ 293				△7.3%		△ 118				△3.1%		5,185

		営業利益 エイギョウ リエキ		250				264				346				14				5.7%		△ 82				△23.4%		272

		経常利益 ケイジョウ リエキ		250				268				350				18				7.2%		△ 82				△23.4%		271

		四半期（当期）純利益 シハンキ トウキ ジュンリエキ		166				168				233				2				1.2%		△ 65				△27.9%		180

		1株当たり         四半期(当期)      純利益(円/株） カブ ア シハンキ トウキ ジュンリエキ エン カブ		51.80				52.35				85.00				0.55						△ 32.65						56.25

		(注）2019年3Q期中平均株式数　2,745,000株 チュウ ネン キチュウ ヘイキン カブシキスウ カブ

		(注）2020年3Q期中平均株式数　3,212,591株 チュウ ネン キチュウ ヘイキン カブシキスウ カブ























PL関係ﾃﾞｰﾀ・グラフ

				全社		全社		全社				全社		全社		全社				全社		全社		全社				全社		全社		全社				全社		決算賞与		全社年計		3Q累計 ルイケイ

				43739		43770		43800		１Q実績 ジッセキ		43831		43862		43891		２Q		43922		43952		43983		３Q		44013		44044		44075		４Q		年計				年計(決算賞与後)

		売上高 ウリアゲ ダカ		460,056,918		373,433,549		669,570,734		1,503,061,201		594,988,259		526,995,267		314,777,887		1,436,761,413		242,271,791		285,931,296		265,497,655		793,700,742		302,429,000		430,752,000		425,753,000		1,158,934,000		4,892,457,356		0		4,892,457,356		3,733,523,356

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		250,233,874		218,268,314		380,718,853		849,221,041		319,401,735		273,092,351		194,284,462		786,778,548		136,486,165		158,470,846		168,613,198		463,570,209		172,483,000		244,757,000		248,589,000		665,829,000		2,765,398,798		0		2,765,398,798		2,099,569,798

		粗利 アラリ		209,823,044		155,165,235		288,851,881		653,840,160		275,586,524		253,902,916		120,493,425		649,982,865		105,785,626		127,460,450		96,884,457		330,130,533		129,946,000		185,995,000		177,164,000		493,105,000		2,127,058,558		0		2,127,058,558		1,633,953,558

		販売費 ハンバイヒ		88,839,052		75,933,982		123,763,345		288,536,379		109,121,277		95,036,975		65,901,848		270,060,100		58,531,670		65,112,047		66,221,506		189,865,223		68,027,000		83,144,000		91,602,000		242,773,000		991,234,702		0		991,234,702		748,461,702

		一般管理費 イッパン カンリヒ		61,206,382		63,861,949		79,090,510		204,158,841		69,811,704		75,730,491		65,956,787		211,498,982		67,184,271		67,854,801		69,910,247		204,949,319		68,568,000		69,345,000		90,860,000		228,773,000		849,380,142		14,750,000		864,130,142		620,607,142

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		150,045,434		139,795,931		202,853,855		492,695,220		178,932,981		170,767,466		131,858,635		481,559,082		125,715,941		132,966,848		136,131,753		394,814,542		136,595,000		152,489,000		182,462,000		471,546,000		1,840,614,844		14,750,000		1,855,364,844		1,369,068,844

		営業利益 エイギョウ リエキ		59,777,610		15,369,304		85,998,026		161,144,940		96,653,543		83,135,450		△ 11,365,210		168,423,783		△ 19,930,315		△ 5,506,398		△ 39,247,296		△ 64,684,009		△ 6,649,000		33,506,000		△ 5,298,000		21,559,000		286,443,714		△ 14,750,000		271,693,714		264,884,714

		営業外利益 エイギョウ ガイ リエキ		2,514,720		1,763,881		△ 607,485		3,671,116		374,445		2,051,960		△ 501,433		1,924,972		△ 1,826,824		1,820,037		△ 499,036		△ 505,823		0		0		0		0		5,090,265		0		5,090,265		5,090,265

		営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		305,709		9,557		25,949		341,215		255,652		78,529		7,343		341,524		227,065		21,609		677,937		926,611		229,000		20,000		20,000		269,000		1,878,350		0		1,878,350		1,609,350

		経常利益 ケイジョウ リエキ		61,986,621		17,123,628		85,364,592		164,474,841		96,772,336		85,108,881		△ 11,873,986		170,007,231		△ 21,984,204		△ 3,707,970		△ 40,424,269		△ 66,116,443		△ 6,878,000		33,486,000		△ 5,318,000		21,290,000		289,655,629		△ 14,750,000				268,365,629

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		38,844,006		10,730,547		53,493,846		103,068,399		60,642,524		53,333,604		△ 7,440,850		106,535,278		△ 13,776,434		△ 2,323,604		△ 25,331,927		△ 41,431,965		△ 4,583,000		22,312,000		△ 3,544,000		14,185,000		182,356,712		△ 9,828,000		172,528,712		168,171,712

																		209,603,677								184,271,750

		実績 ジッセキ		43739		43770		43800		1Q実績 ジッセキ		43831		43862		43891		２Q		43922		43952		43983		３Q		44013		44044		44075		４Q		年度計 ネンド ケイ		決算賞与		全社年計		3Q累計 ルイケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		460		373		670		1,503		595		527		315		1,437		242		286		265		794		302		431		426		1,159		4,892		0		4,892		3,734

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		250		218		381		849		319		273		194		787		136		158		169		464		172		245		249		666		2,765		0		2,765		2,100

		粗利 アラリ		210		155		289		654		276		254		120		650		106		127		97		330		130		186		177		493		2,127		0		2,127		1,634

		販売費 ハンバイヒ		89		76		124		289		109		95		66		270		59		65		66		190		68		83		92		243		991		0		991		748

		一般管理費 イッパン カンリヒ		61		64		79		204		70		76		66		211		67		68		70		205		69		69		91		229		849		15		864		621

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		150		140		203		493		179		171		132		482		126		133		136		395		137		152		182		472		1,841		15		1,855		1,369

		営業利益 エイギョウ リエキ		60		15		86		161		97		83		△ 11		168		△ 20		△ 6		△ 39		△ 65		△ 7		34		△ 5		22		286		△ 15		272		264

		営業外利益 エイギョウ ガイ リエキ		3		2		△ 1		4		0		2		△ 1		2		△ 2		2		0		△ 1		0		0		0		0		5		0		5		5

		営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		2		0		2		2

		経常利益 ケイジョウ リエキ		62		17		85		164		97		85		△ 12		170		△ 22		△ 4		△ 40		△ 66		△ 7		33		△ 5		21		290		△ 15		0		268

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		39		11		53		103		61		53		△ 7		107		△ 14		△ 2		△ 25		△ 41		△ 5		22		△ 4		14		182		△ 10		173		168

		予算 ヨサン		１Q合計 ゴウケイ		２Q合計 ゴウケイ		43922		43952		43983		３Q合計 ゴウケイ		４Q合計 ゴウケイ		年度計 ネンド ケイ		3Q累計 ルイケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,428		1,600		307		353		337		998		1,160		5,185		4,026

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		856		905		185		207		209		601		666		3,028		2,362

		粗利 アラリ		573		695		122		146		128		396		493		2,157		1,664

		販売費 ハンバイヒ		273		310		70		74		75		219		244		1,046		802

		一般管理費 イッパン カンリヒ		204		202		68		70		69		206		227		831		612

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		476		513		137		144		144		425		471		1,884		1,414

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		183		-15		2		△ 16		△ 29		22		272		251

		営業外利益 エイギョウ ガイ リエキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		経常利益 ケイジョウ リエキ		97		182		-16		3		△ 16		△ 29		36		271		250

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		122		-10		2		△ 11		△ 19		14		181		167



		3Q累計 ルイケイ		予算 ヨサン				実績 ジッセキ				差異 サイ				差異分析 サイ ブンセキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		4,026				3,734				△ 292				売上高差 ウリアゲ ダカ サ		△ 120.7

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,362		58.7%		2,100		56.2%		△ 262		2.4%		原価差 ゲンカ サ		90.7

		粗利 アラリ		1,664		41.3%		1,634		43.8%		△ 30				販管費差 ハンカンヒ サ		45.0

		販売費 ハンバイヒ		802		19.9%		748		20.0%		△ 54				計 ケイ		15.0

		一般管理費 イッパン カンリヒ		612		15.2%		621		16.6%		9

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		1,414		35.1%		1,369		36.7%		45		-1.54%

		営業利益 エイギョウ リエキ		251		6.2%		264		7.1%		13



		予算 ヨサン		１Q合計 ゴウケイ		２Q合計 ゴウケイ		4月 ガツ		5月		6月		３Q合計 ゴウケイ		４Q合計 ゴウケイ		年度計 ネンド ケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,428		1,600		307		353		337		997		1,160		5,185

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		183		△ 15		2		△ 16		△ 29		36		287

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		122		△ 10		2		△ 11		△ 19		14		180

				１Q実績 ジッセキ				２Q実績 ジッセキ				3Q実績 ジッセキ				４Q				年度計 ネンド ケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,525		1,503		1,421		1,437		905		794		1,115		1,159		4,966		4,893



				１Q実績 ジッセキ				２Q実績 ジッセキ				３Q実績 ジッセキ				４Q				年度計 ネンド ケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		営業利益 エイギョウ リエキ		170		161		186		168		△ 10		△ 65		△ 16		22		330		286







		予算 ヨサン		１Q		２Q		３Q		４Q		年度計 ネンド ケイ

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		183		△ 29		22		272

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		122		△ 19		14		181

				１Q合計 ゴウケイ				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月				6月				3Q累計 ルイケイ

				予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,428		1,503		1,600		1,437		307		242		353		286		337		265		4,026		3,733



				１Q				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月				6月				3Q累計 ルイケイ

				予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		161		183		169		△ 15		△ 20		2		△ 6		△ 16		△ 39		250		264

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		103		186		210		△ 10		△ 14		2		△ 2		△ 11		△ 25		167		169

		３Q差異分析 サイ ブンセキ

		３Q予算 ヨサン		売上高減 ウリアゲ ダカ ゲン		原価率改善 ゲンカ リツ カイゼン		販管費減 ハンカンヒ ゲン		3Q実績 ジッセキ

		250		129		129		219		264

						90		45

				121				0

				１Q合計 ゴウケイ				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,525		1,503		1,421		1,437		270		242		354		286		281		265		3,851		3,733



				１Q				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		営業利益 エイギョウ リエキ		170		161		186		169		△ 18		△ 20		21		△ 6		△ 13		△ 39		346		264

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		114		103		125		107		△ 11		△ 14		16		△ 2		△ 10		△ 25		234		169

				１Q合計 ゴウケイ				２Q累計 ルイケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ														49期 キ		50期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,525		1,503		2,946		2,940		565		3,182		373		3,468		654		265		3,117		8,418



				１Q合計 ゴウケイ				２Q累計 ルイケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		営業利益 エイギョウ リエキ		170		161		357		330		339		310		360		304		347				347		614

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		114		103		239		210		228		196		244		194		234				233		390

		３Q差異分析 サイ ブンセキ

		49期3Q累計 キ ルイケイ		売上高減 ウリアゲ ダカ ゲン		原価率改善 ゲンカ リツ カイゼン		販管費増 ハンカンヒゾウ		59期3Q累計 キ ルイケイ

		346		296		296		264		264

						56

				50				88

				49期3Q累計 キ ルイケイ				50期3Q累計 キ ルイケイ				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,852				3,734				△ 118

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,224		57.7%		2,100		56.2%		△ 124		1.50%		売上高差 ウリアゲ ダカ サ		△ 49.9

		粗利 アラリ		1,628		42.3%		1,634		43.8%		6		-1.50%		原価差 ゲンカ サ		55.9

		販売費 ハンバイヒ		775		20.1%		748		20.0%		27		0.09%		販管費差 ハンカンヒ サ		△ 88.0

		一般管理費 イッパン カンリヒ		506		13.1%		620		16.6%		△ 114		-3.47%		計 ケイ		△ 82.0

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		1,281		33.3%		1,369		36.7%		△ 88		-3.41%

		営業利益 エイギョウ リエキ		346		9.0%		264		7.1%		△ 82
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第50期実績見込（第49期実績）売上高



売上高	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q実績	２Q実績	3Q実績	４Q	年度計	1525	1503	1421	1437	905	794	1115	1159	4966	4893	





第50期　予算営業利益・当期純利益



営業利益	

１Q	２Q	３Q	４Q	年度計	97	183	-29	22	272	当期純利益	

１Q	２Q	３Q	４Q	年度計	64	122	-19	14	181	







3Q売上高推移（対予算）



売上高	

予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	１Q合計	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	1428	1503	1600	1437	307	242	353	286	337	265	4026	3733	





3Q営業利益推移（対予算）



営業利益	

予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	１Q	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	97	161	183	169	-15	-20	2	-6	-16	-39	250	264	





3Q累計営業利益増減分析（対予算）





３Q予算	売上高減	原価率改善	販管費減	3Q実績	250	129	129	219	264	

３Q予算	売上高減	原価率改善	販管費減	3Q実績	90	45	

３Q予算	売上高減	原価率改善	販管費減	3Q実績	121	0	





第50期実績見込（49期実績）営業利益



営業利益	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q実績	２Q実績	３Q実績	４Q	年度計	170	161	186	168	-10	-65	-16	22	330	286	





3Q売上高推移（対前期）



売上高	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q合計	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	1525	1503	1421	1437	270	242	354	286	281	265	3851	3733	





3Q累計営業利益推移（対前期）



営業利益	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	170	161	186	169	-18	-20	21	-6	-13	-39	346	264	





3Q累計営業利益増減分析（対前期）





49期3Q累計	売上高減	原価率改善	販管費増	59期3Q累計	346	296	296	264	264	

49期3Q累計	売上高減	原価率改善	販管費増	59期3Q累計	56	

49期3Q累計	売上高減	原価率改善	販管費増	59期3Q累計	50	88	







売上高

		実績 ジッセキ

		49期3Q キ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

		売上高合計		3,421,276,484		236,480,519		182,999,162		10,869,012		3,851,625,177								ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

				88.8%		6.1%		4.8%		0.3%		100%						19/3Q		3,421		236		183		11		3,851

																		20/3Q		3,453		201		77		2		3,733

		50期3Q実績 キ ジッセキ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ						増減 ゾウゲン		32		△ 35		△ 106		△ 9		△ 118

		売上高合計		3,453,415,643		201,381,797		77,159,874		1,566,042		3,733,523,356

				92.5%		5.4%		2.1%		0.0%		100.0%

																				ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

		増減 ゾウゲン		32,139,159		△35,098,722		△105,839,288		△9,302,970		△118,101,821						3Q予算 ヨサン		3,598		237		181		10		4,026

																		3Q実績 ジッセキ		3,453		201		77		2		3,733

		49期3Q キ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		50期3Q キ						増減 ゾウゲン		△ 145		△ 36		△ 104		△ 8		△ 293

		3,851		3,851		3,848		3,742		3,733		3,733

				32														50期２Q キ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

						35		106		9										92.1%		6.0%		1.9%		0.1%		100.0%

																		50期2Q キ		2,707		176		55		2		2,939

		50期3Q予算 キ ヨサン		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

		売上高合計		3,597,750,000		236,661,000		181,952,000		9,891,000		4,026,254,000

				89.4%		5.9%		4.5%		0.2%		100.0%



		増減 ゾウゲン		△144,334,357		△35,279,203		△104,792,126		△8,324,958		△292,730,644



		3Q予算 ヨサン		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		3Q実績 ジッセキ

		4,026		3,881		3,845		3,741		3,733		3,733



				145		36		104		8



				2,703,559,000		200,602,000		118,361,000		6,594,000		3,029,116,000



		49期3Q実績 キ ジッセキ		セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		50期3Q キ						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2,946		2,904		2,904		3,019		3,040		2,940		2,940				49期3Q キ		1,724		1,087		387		126		527		3,851

						115		21		8								50期3Q キ		1,664		1,173		400		131		365		3,733

				42								108						増減 ゾウゲン		△ 60		86		13		5		△ 162		△ 118

		3Q予算 ヨサン		セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		3Q実績 ジッセキ						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		3,029		3,029		3,008		2,945		2,940				2,940				49期3Q キ		44.8%		28.2%		10.0%		3.3%		13.7%		100.0%

				4														50期3Q キ		44.6%		31.4%		10.7%		3.5%		9.8%		100.0%

						25		63		5								増減率 ゾウゲン リツ		-3.5%		7.9%		3.4%		4.0%		-30.7%		-3.1%

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		50期3Q実績 キ ジッセキ		44.6%		31.4%		10.7%		3.5%		9.8%		100.0%						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

				1,664,289,164		1,173,370,050		399,834,608		130,997,288		365,032,453		3,733,523,563				２Q予算 ヨサン		1,337		793		306		98		495		3,029

																		２Q実績 ジッセキ		1,295		908		327		106		304		2,940

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ						増減 ゾウゲン		△ 42		115		21		8		△ 191		△ 89

		49期3Q実績 キ ジッセキ		44.8%		28.2%		10.0%		3.3%		13.7%		100.0%

				1,723,757,992		1,087,421,365		386,792,549		125,708,784		526,390,510		3,850,071,200						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

																		２Q予算 ヨサン		34.7%		20.6%		7.9%		2.5%		12.9%		78.7%

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ						２Q実績 ジッセキ		34.7%		24.3%		8.8%		2.8%		8.1%		78.8%

		50期3Q実績 キ ジッセキ		1,664		1,173		400		131		365		3,734

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ

		49期3Q実績 キ ジッセキ		1,724		1,087		387		126		527		3,851



































		50期Q実績 キ ジッセキ		ワンプライス		その他 タ		合計 ゴウケイ

		売上高合計		92.1%		7.9%		100.0%



		50期Q実績 キ ジッセキ		その他 タ		OEM		合計 ゴウケイ

		売上高合計		94.0%		6.0%		100.0%



		50期Q実績 キ ジッセキ		その他 タ		フルール		合計 ゴウケイ

		売上高合計		98.1%		1.9%		100.0%





















3Q売上高増減分析（対49期3Q）





49期3Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	50期3Q	3851	3851	3848	3742	3733	3733	

49期3Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	50期3Q	32	

49期3Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	50期3Q	35	106	9	









50期２Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	0.92106158557332429	5.9884314392650559E-2	1.8713848247703301E-2	6.8050357264375636E-4	

　　　　3Q売上高増減分析（対予算）





3Q予算	ワンプライス	OEM	フルール	その他	3Q実績	4026	3881	3845	3741	3733	3733	

3Q予算	ワンプライス	OEM	フルール	その他	3Q実績	

3Q予算	ワンプライス	OEM	フルール	その他	3Q実績	145	36	104	8	





２Q売上高増減分析（対49期２Q）





49期3Q実績	セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	50期3Q	2946	2904	2904	3019	3040	2940	2940	

49期3Q実績	セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	50期3Q	115	21	8	

49期3Q実績	セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	50期3Q	42	108	







50期3Q実績	

セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	0.44576902647500444	0.31427953518985197	0.10709309885236688	3.508677146120371E-2	9.7771568021572983E-2	



49期3Q実績	

セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	0.4477210686389384	0.28244188445138363	0.10046373921604358	3.2651028375786921E-2	0.13672227931784742	

50期3Q実績	[分類名]

[値]



[分類名] [値]



[分類名] [値]
[分類名] [値]
[分類名] [値]

セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	0.44576902647500444	0.31427953518985197	0.10709309885236688	3.508677146120371E-2	9.7771568021572983E-2	
売上高合計	
ワンプライス	その他	0.92082479300228959	7.9000000000000001E-2	
OEM商品

売上高合計	

その他	OEM	0.94	6.0008968962914438E-2	
フルール商品

売上高合計	
その他	フルール	0.98099999999999998	1.8727578234759439E-2	


販管費

		販売費・一般管理費増減内訳 ハンバイヒ イッパン カンリヒ ゾウゲン ウチワケ

																						（百万円） ヒャクマンエン

								第50期3Q ダイ キ								第49期
3Q実績 ダイ キ ジッセキ		増減(△) ゾウゲン		備考 ビコウ

								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		増減(△) ゾウゲン

		売上高 ウリアゲ ダカ						4,025		3,734		△ 291				3,852		△ 118

		販売費						第50期3Q ダイ キ								第49期
3Q実績 ダイ キ ジッセキ		増減(△) ゾウゲン		備考 ビコウ

								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		増減(△) ゾウゲン

						商品ﾃﾞｻﾞｲﾝ国内 ショウヒン		10		11		1				36		△ 25		商標使用料⇒売上原価へ26 ショウヒョウ シヨウリョウ ウリアゲ ゲンカ

						商品ﾃﾞｻﾞｲﾝ海外 ショウヒン		5		1		△ 4				4		△ 3

						出荷ﾋﾟｯｷﾝｸ		123		118		△ 5				117		1

						出荷梱包		48		46		△ 2				47		△ 1

						検品作業		7		4		△ 3				7		△ 3

						物流管理 カン		18		18		0				18		0

						その他		18		14		△ 4				12		2

				業務委託費 ギョウム イタク ヒ				229		212		△ 17				241		△ 29

				倉  庫  料				102		105		3				98		7

				発 送 運 賃				338		330		△ 8				324		6								　

				出荷梱包費 シュッカ コンポウ ヒ				47		40		△ 7				40		0

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ				25		11		△ 14				17		△ 6

				その他				67		50		△ 17				55		△ 5

		販売費合計						808		748		△ 60				775		△ 27

		（売上高販売費比率）						20.1%		20.0%						20.1%



		一般管理費						第50期3Q ダイ キ								第49期
3Q実績 ダイ キ ジッセキ		増減(△) ゾウゲン		備考 ビコウ

								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		増減(△) ゾウゲン

				役員報酬 ヤクイン ホウシュウ				100		97		△ 3				76		21

				労務費 ロウムヒ				309		309		0				268		41

				派遣費用 ハケン ヒヨウ				62		49		△ 13				40		9

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				24		21		△ 3				22		△ 1

				家     賃 イエ チン				46		46		0				46		0

				支払報酬 シハライ ホウシュウ				22		29		7				15		14

				支払手数料 シハライ テスウリョウ				10		20		10				0		20

				その他				31		49		18				38		11

		一般管理費合計 ゴウケイ						604		621		17				505		116

		（売上高一般管理費比率） イッパン カンリヒ						15.0%		16.6%						13.1%



		販売費・一般管理費合計 ハンバイヒ イッパン カンリヒ ゴウケイ						1,412		1,369		△ 43				1,280		89

		（売上高一般管理費比率） イッパン カンリヒ						35.1%		36.7%						33.2%









































BS

				前事業年度
(2019年９月30日)		当第2四半期会計期間
(2020年３月31日) ネン						前事業年度
(2019年９月30日)		当第2四半期会計期間
(2020年３月31日) ネン								科目 カモク				2019年9月末 ネン ガツマツ		2020年6月末 ネン ガツマツ		増減 ゾウゲン		内訳 ウチワケ

		資産の部																				流動資産 リュウドウ シサン		現金･預金		1,115		1,525		409

		流動資産																						受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		379		307		△ 72

		現金及び預金		1,115		809						1,115,815		809,132										電子記録債権 デンシ キロク サイケン		3		2		0

		受取手形及び売掛金		379		918						379,624		918,495										棚卸資産		1,163		898		△ 265

		たな卸資産		1,163		1,058						3,027		7,547										その他流動資産 タ		40		52		12

		その他		42		68						1,163,425		1,058,551										流動資産計 リュウドウ シサン ケイ		2,701		2,784		83

		流動資産合計		2,701		2,853						40,502		62,541								固定資産 コテイ シサン		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		59		63		4

		固定資産										△825		△2,460		60,081								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		30		40		10

		有形固定資産		59		58						2,701,568		2,853,806										投資その他の資産 トウシ タ シサン		79		77		△ 2

		無形固定資産		30		28																		固定資産計 コテイ シサン ケイ		170		181		11

		投資その他の資産		79		73						59,331		58,740								資産計 シサン ケイ				2,871		2,966		94

		固定資産合計		170		160						30,759		28,031								流動負債 リュウドウ フサイ		買掛金 カイカケ キン		24		77		52

		資産合計		2,871		3,014						79,955		73,840										短期借入金 タンキ カリイレ キン		88		70		△ 18		1年内返済長期返済 ネンナイ ヘンサイ チョウキ ヘンサイ

		負債の部										170,045		160,612										未払金 ミハラ キン		160		210		50

		流動負債										2,871,614		3,014,419										その他流動負債 タ リュウドウ		134		74		△ 60

		買掛金		24		76																		流動負債計 リュウドウ フサイ ケイ		407		432		25

		1年内返済予定の長期借入金		88		78																固定負債 コテイ フサイ		長期借入金		157		105		△ 52

		未払金		160		213						24,862		76,685										長期未払金		254		254		0

		未払法人税等		59		60						88,132		78,121										退職給付引当金		15		19		4

		賞与引当金		48		0						160,489		213,876										固定負債計 コテイ フサイ ケイ		426		378		△ 48

		その他		26		84						59,287		60,572								負債計 フサイ ケイ				834		811		△ 23

		流動負債合計		407		513						48,381		0								純資産 ジュンシサン		資本金 シホンキン		32		35		3		新株予約権行使(2/14) シンカブヨヤクケン コウシ

		固定負債										26,357		84,178		144,750								資本剰余金 シホン ジョウヨキン		268		271		3		新株予約権行使 シンカブヨヤクケン コウシ

		長期借入金		157		140						407,510		513,432										利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		1,737		1,844		107		四半期利益168ー配当60 リエキ ハイトウ

		退職給付引当金		15		254																		その他有価証券評価差額金 タ ユウカ ショウケン ヒョウカ サガク キン		1		1		0

		役員長期未払金		254		16						157,500		140,000										繰延ヘッジ損益 クリノベ ソンエキ		△ 1		1		2

		固定負債合計		426		411						15,104		254,335								純資産計 ジュンシサン ケイ		純資産計 ジュンシサン ケイ		2,037		2,155		118

		負債合計		834		924						254,335		16,800								負債・純資産計 フサイ ジュンシサン ケイ				2,871		2,966		94

		純資産の部										426,939		411,432

		株主資本										834,449		924,568

		資本金		32		32								

		資本剰余金		268		268								

		利益剰余金		1,737		1,778						32,000		32,000

		株主資本合計		2,037		2,078						268,248		268,335

		評価・換算差額等										1,737,366		1,778,241

		その他有価証券評価差額金		1		1						－		-

		繰延ヘッジ損益		△ 1		9						2,037,614		2,078,489

		評価・換算差額等合計		0		11						

		純資産合計		2,037		2,089						1,295		1,569

		負債純資産合計		2,871		3,014						△1,745		9,792

												△449		11,361

												2,037,165		2,089,851

												2,871,614		3,014,419





CF



				49期２Q		50期２Q		差異 サイ		49期通期 ツウキ

		Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー		186		798		612		462

		　　税前四半期利益		358		334		△ 24		288

		　　売掛債権増減 ゾウ ゲン		△ 195		5		200		452

		　　たな卸資産減		48		471		423		△ 213

		　　仕入債務増		46		10		△ 36		△ 20

		　　法人税支払　 ホウジン ゼイ シハライ		△ 47		△ 59		△ 12		△ 107

		　　その他		△ 24		37		61		62

		Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 14		△ 23		△ 9		△ 20

		フリーキャッシュ・フロー		172		775		603		442

		Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 113		△ 107		6		108

		Ⅳ.換算差額		0		3		3		△ 8						19/9期末
現金等
残高 キ マツ ゲンキン トウ ザンダカ		営業活動 エイギョウ カツドウ		投資活動 トウシ カツドウ		財務活動 ザイム カツドウ		換算差額 カンザン サガク		20/3期末
現金等
残高 キ マツ ゲンキン トウ ザンダカ

		Ⅴ.現金等の増減額		59		671		612		542						1,115		1,115		1,890		1,783		1,783		1,786

		Ⅵ.現金等の期首残高		572		1,115		543		573				増加 ゾウカ				798						3

		Ⅶ.現金等の期末残高		631		1,786		1,155		1,115				減少 ゲンショウ						23		107





キャッシュ・フロー増減





19/9期末	
現金等	
残高	営業活動	投資活動	財務活動	換算差額	20/3期末	
現金等	
残高	1115	1115	1890	1783	1783	1786	増加	



19/9期末	
現金等	
残高	営業活動	投資活動	財務活動	換算差額	20/3期末	
現金等	
残高	798	3	減少	

19/9期末	
現金等	
残高	営業活動	投資活動	財務活動	換算差額	20/3期末	
現金等	
残高	23	107	





税前利益　　　334
たな卸資産減少423



評価損廃棄損

		50期 キ		第1四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ		第2四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第3四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第3四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ				49期 キ		第1四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ		第2四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第3四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第4四半期計 ダイ シハンキ ケイ		年度計 ネンド ケイ				48期 キ		第1四半期計		第2四半期計		第3四半期計		第4四半期計		年度計

		評価損 ヒョウカ ソン		15,517,579		16,875,949		20,856,385		53,249,913				評価損 ヒョウカ ソン		4,522,361		4,422,124		3,457,277		21,955,184		34,356,946				評価損 ヒョウカ ソン		13,516,681		12,786,957		8,480,992		11,665,872		46,450,502

		廃棄損 ハイキ ソン		181,724		5,492,058		1,778,948		7,452,730				廃棄損 ハイキ ソン		4,593,303		5,702,998		9,043,351		13,239,333		32,578,985				廃棄損 ハイキ ソン		3,016,908		14,594,489		4,329,540		14,355,131		36,296,068



				48期１Q キ		２Q		３Q		３Q累計 ルイケイ		4Q累計 ルイケイ		49期１Q キ		２Q		３Q		４Q		4Q累計 ルイケイ		50期１Q キ		２Q		３Q		３Q累計 ルイケイ

		評価損 ヒョウカ ソン		14		13		8		12		46		5		4		3		22		34		16		17		21		53

		廃棄損 ハイキ ソン		3		15		4		14		36		5		6		9		13		33		0		5		2		7



製品評価損・廃棄損推移



評価損	48期１Q	２Q	３Q	３Q累計	4Q累計	49期１Q	２Q	３Q	４Q	4Q累計	50期１Q	２Q	３Q	３Q累計	13.516681	12.786956999999999	8.4809920000000005	11.665872	46.450502	4.5223610000000001	4.4221240000000002	3.4572769999999999	21.955183999999999	34.356946000000001	15.517579	16.875948999999999	20.856385	53.249912999999999	廃棄損	48期１Q	２Q	３Q	３Q累計	4Q累計	49期１Q	２Q	３Q	４Q	4Q累計	50期１Q	２Q	３Q	３Q累計	3.0169079999999999	14.594488999999999	4.3295399999999997	14.355131	36.296067999999998	4.5933029999999997	5.702998	9.0433509999999995	13.239333	32.578985000000003	0.181724	5.4920580000000001	1.778948	7.4527299999999999	
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業績予想修正

％ ％

売上高 4,850 5,185 4,966 △ 335 △6.5% △ 116 △2.3%

営業利益 260 272 329 △ 12 △4.4% △ 69 △21.0%

経常利益 260 271 287 △ 11 △4.1% △ 27 △9.4%

当期純利益 170 180 176 △ 10 △5.6% △ 6 △3.4%

1株当たり
当期純利益（円／株） 52.86 56.25 64.02 △ 3.39 △ 11.16

配当（円／株） 19.00 19.00 19.00 - - - -

配当性向（％） 35.9% 33.8% 29.7% 2.1pts 6.2pts

　

2020年度業績予想
2019年度

実績

対前回予想値差異 対前年同期比増減

今回公表値
（８月14日）

前回公表値
（2月15日）

金額 金額

（百万円）

13


総括

		　		20/3Q								19/3Q				対予算増減 タイ ヨサン ゾウゲン						対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン						20/9業績予想
(2月13日公表値） ギョウセキ ヨソウ ガツ ニチ コウヒョウ チ

				予算 ヨサン				実績 ジッセキ								金額 キンガク				％		金額 キンガク				％

		売上高 ウリアゲ ダカ		4,026				3,733				3,851				△ 293				△7.3%		△ 118				△3.1%		5,185

		営業利益 エイギョウ リエキ		250				264				346				14				5.7%		△ 82				△23.4%		272

		経常利益 ケイジョウ リエキ		250				268				350				18				7.2%		△ 82				△23.4%		271

		四半期（当期）純利益 シハンキ トウキ ジュンリエキ		166				168				233				2				1.2%		△ 65				△27.9%		180

		1株当たり         四半期(当期)      純利益(円/株） カブ ア シハンキ トウキ ジュンリエキ エン カブ		51.80				52.35				85.00				0.55						△ 32.65						56.25

		(注）2019年3Q期中平均株式数　2,745,000株 チュウ ネン キチュウ ヘイキン カブシキスウ カブ

		(注）2020年3Q期中平均株式数　3,212,591株 チュウ ネン キチュウ ヘイキン カブシキスウ カブ























業績予想

		　		2020年度業績予想 ネンド ギョウセキ ヨソウ								2019年度　実績 ネンド ジッセキ				対前回予想値差異 タイ ゼンカイ ヨソウ チ サイ						対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン

				今回公表値
（８月14日） コンカイ コウヒョウ チ ガツ カ				前回公表値
（2月15日） ゼンカイ コウヒョウ チ ガツ カ								金額 キンガク				％		金額 キンガク				％

		売上高 ウリアゲ ダカ		4,850				5,185				4,966				△ 335				△6.5%		△ 116				△2.3%

		営業利益 エイギョウ リエキ		260				272				329				△ 12				△4.4%		△ 69				△21.0%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		260				271				287				△ 11				△4.1%		△ 27				△9.4%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		170				180				176				△ 10				△5.6%		△ 6				△3.4%

		1株当たり
当期純利益（円／株） カブ ア トウキ ジュンリエキ エン カブ		52.86				56.25				64.02				△ 3.39						△ 11.16

		配当（円／株） ハイトウ エン カブ		19.00				19.00				19.00				-				-		-				-

		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		35.9%				33.8%				29.7%				2.1pts						6.2pts

























PL関係ﾃﾞｰﾀ・グラフ

				全社		全社		全社				全社		全社		全社				全社		全社		全社				全社		全社		全社				全社		決算賞与		全社年計		3Q累計 ルイケイ

				43739		43770		43800		１Q実績 ジッセキ		43831		43862		43891		２Q		43922		43952		43983		３Q		44013		44044		44075		４Q		年計				年計(決算賞与後)

		売上高 ウリアゲ ダカ		460,056,918		373,433,549		669,570,734		1,503,061,201		594,988,259		526,995,267		314,777,887		1,436,761,413		242,271,791		285,931,296		265,497,655		793,700,742		302,429,000		430,752,000		425,753,000		1,158,934,000		4,892,457,356		0		4,892,457,356		3,733,523,356

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		250,233,874		218,268,314		380,718,853		849,221,041		319,401,735		273,092,351		194,284,462		786,778,548		136,486,165		158,470,846		168,613,198		463,570,209		172,483,000		244,757,000		248,589,000		665,829,000		2,765,398,798		0		2,765,398,798		2,099,569,798

		粗利 アラリ		209,823,044		155,165,235		288,851,881		653,840,160		275,586,524		253,902,916		120,493,425		649,982,865		105,785,626		127,460,450		96,884,457		330,130,533		129,946,000		185,995,000		177,164,000		493,105,000		2,127,058,558		0		2,127,058,558		1,633,953,558

		販売費 ハンバイヒ		88,839,052		75,933,982		123,763,345		288,536,379		109,121,277		95,036,975		65,901,848		270,060,100		58,531,670		65,112,047		66,221,506		189,865,223		68,027,000		83,144,000		91,602,000		242,773,000		991,234,702		0		991,234,702		748,461,702

		一般管理費 イッパン カンリヒ		61,206,382		63,861,949		79,090,510		204,158,841		69,811,704		75,730,491		65,956,787		211,498,982		67,184,271		67,854,801		69,910,247		204,949,319		68,568,000		69,345,000		90,860,000		228,773,000		849,380,142		14,750,000		864,130,142		620,607,142

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		150,045,434		139,795,931		202,853,855		492,695,220		178,932,981		170,767,466		131,858,635		481,559,082		125,715,941		132,966,848		136,131,753		394,814,542		136,595,000		152,489,000		182,462,000		471,546,000		1,840,614,844		14,750,000		1,855,364,844		1,369,068,844

		営業利益 エイギョウ リエキ		59,777,610		15,369,304		85,998,026		161,144,940		96,653,543		83,135,450		△ 11,365,210		168,423,783		△ 19,930,315		△ 5,506,398		△ 39,247,296		△ 64,684,009		△ 6,649,000		33,506,000		△ 5,298,000		21,559,000		286,443,714		△ 14,750,000		271,693,714		264,884,714

		営業外利益 エイギョウ ガイ リエキ		2,514,720		1,763,881		△ 607,485		3,671,116		374,445		2,051,960		△ 501,433		1,924,972		△ 1,826,824		1,820,037		△ 499,036		△ 505,823		0		0		0		0		5,090,265		0		5,090,265		5,090,265

		営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		305,709		9,557		25,949		341,215		255,652		78,529		7,343		341,524		227,065		21,609		677,937		926,611		229,000		20,000		20,000		269,000		1,878,350		0		1,878,350		1,609,350

		経常利益 ケイジョウ リエキ		61,986,621		17,123,628		85,364,592		164,474,841		96,772,336		85,108,881		△ 11,873,986		170,007,231		△ 21,984,204		△ 3,707,970		△ 40,424,269		△ 66,116,443		△ 6,878,000		33,486,000		△ 5,318,000		21,290,000		289,655,629		△ 14,750,000				268,365,629

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		38,844,006		10,730,547		53,493,846		103,068,399		60,642,524		53,333,604		△ 7,440,850		106,535,278		△ 13,776,434		△ 2,323,604		△ 25,331,927		△ 41,431,965		△ 4,583,000		22,312,000		△ 3,544,000		14,185,000		182,356,712		△ 9,828,000		172,528,712		168,171,712

																		209,603,677								184,271,750

		実績 ジッセキ		43739		43770		43800		1Q実績 ジッセキ		43831		43862		43891		２Q		43922		43952		43983		３Q		44013		44044		44075		４Q		年度計 ネンド ケイ		決算賞与		全社年計		3Q累計 ルイケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		460		373		670		1,503		595		527		315		1,437		242		286		265		794		302		431		426		1,159		4,892		0		4,892		3,734

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		250		218		381		849		319		273		194		787		136		158		169		464		172		245		249		666		2,765		0		2,765		2,100

		粗利 アラリ		210		155		289		654		276		254		120		650		106		127		97		330		130		186		177		493		2,127		0		2,127		1,634

		販売費 ハンバイヒ		89		76		124		289		109		95		66		270		59		65		66		190		68		83		92		243		991		0		991		748

		一般管理費 イッパン カンリヒ		61		64		79		204		70		76		66		211		67		68		70		205		69		69		91		229		849		15		864		621

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		150		140		203		493		179		171		132		482		126		133		136		395		137		152		182		472		1,841		15		1,855		1,369

		営業利益 エイギョウ リエキ		60		15		86		161		97		83		△ 11		168		△ 20		△ 6		△ 39		△ 65		△ 7		34		△ 5		22		286		△ 15		272		264

		営業外利益 エイギョウ ガイ リエキ		3		2		△ 1		4		0		2		△ 1		2		△ 2		2		0		△ 1		0		0		0		0		5		0		5		5

		営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		2		0		2		2

		経常利益 ケイジョウ リエキ		62		17		85		164		97		85		△ 12		170		△ 22		△ 4		△ 40		△ 66		△ 7		33		△ 5		21		290		△ 15		0		268

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		39		11		53		103		61		53		△ 7		107		△ 14		△ 2		△ 25		△ 41		△ 5		22		△ 4		14		182		△ 10		173		168

		予算 ヨサン		１Q合計 ゴウケイ		２Q合計 ゴウケイ		43922		43952		43983		３Q合計 ゴウケイ		４Q合計 ゴウケイ		年度計 ネンド ケイ		3Q累計 ルイケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,428		1,600		307		353		337		998		1,160		5,185		4,026

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		856		905		185		207		209		601		666		3,028		2,362

		粗利 アラリ		573		695		122		146		128		396		493		2,157		1,664

		販売費 ハンバイヒ		273		310		70		74		75		219		244		1,046		802

		一般管理費 イッパン カンリヒ		204		202		68		70		69		206		227		831		612

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		476		513		137		144		144		425		471		1,884		1,414

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		183		-15		2		△ 16		△ 29		22		272		251

		営業外利益 エイギョウ ガイ リエキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		経常利益 ケイジョウ リエキ		97		182		-16		3		△ 16		△ 29		36		271		250

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		122		-10		2		△ 11		△ 19		14		181		167



		3Q累計 ルイケイ		予算 ヨサン				実績 ジッセキ				差異 サイ				差異分析 サイ ブンセキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		4,026				3,734				△ 292				売上高差 ウリアゲ ダカ サ		△ 120.7

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,362		58.7%		2,100		56.2%		△ 262		2.4%		原価差 ゲンカ サ		90.7

		粗利 アラリ		1,664		41.3%		1,634		43.8%		△ 30				販管費差 ハンカンヒ サ		45.0

		販売費 ハンバイヒ		802		19.9%		748		20.0%		△ 54				計 ケイ		15.0

		一般管理費 イッパン カンリヒ		612		15.2%		621		16.6%		9

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		1,414		35.1%		1,369		36.7%		45		-1.54%

		営業利益 エイギョウ リエキ		251		6.2%		264		7.1%		13



		予算 ヨサン		１Q合計 ゴウケイ		２Q合計 ゴウケイ		4月 ガツ		5月		6月		３Q合計 ゴウケイ		４Q合計 ゴウケイ		年度計 ネンド ケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,428		1,600		307		353		337		997		1,160		5,185

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		183		△ 15		2		△ 16		△ 29		36		287

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		122		△ 10		2		△ 11		△ 19		14		180

				１Q実績 ジッセキ				２Q実績 ジッセキ				3Q実績 ジッセキ				４Q				年度計 ネンド ケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,525		1,503		1,421		1,437		905		794		1,115		1,159		4,966		4,893



				１Q実績 ジッセキ				２Q実績 ジッセキ				３Q実績 ジッセキ				４Q				年度計 ネンド ケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		営業利益 エイギョウ リエキ		170		161		186		168		△ 10		△ 65		△ 16		22		330		286







		予算 ヨサン		１Q		２Q		３Q		４Q		年度計 ネンド ケイ

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		183		△ 29		22		272

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		122		△ 19		14		181

				１Q合計 ゴウケイ				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月				6月				3Q累計 ルイケイ

				予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,428		1,503		1,600		1,437		307		242		353		286		337		265		4,026		3,733



				１Q				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月				6月				3Q累計 ルイケイ

				予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ

		営業利益 エイギョウ リエキ		97		161		183		169		△ 15		△ 20		2		△ 6		△ 16		△ 39		250		264

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		64		103		186		210		△ 10		△ 14		2		△ 2		△ 11		△ 25		167		169

		３Q差異分析 サイ ブンセキ

		３Q予算 ヨサン		売上高減 ウリアゲ ダカ ゲン		原価率改善 ゲンカ リツ カイゼン		販管費減 ハンカンヒ ゲン		3Q実績 ジッセキ

		250		129		129		219		264

						90		45

				121				0

				１Q合計 ゴウケイ				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,525		1,503		1,421		1,437		270		242		354		286		281		265		3,851		3,733



				１Q				２Q合計 ゴウケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		営業利益 エイギョウ リエキ		170		161		186		169		△ 18		△ 20		21		△ 6		△ 13		△ 39		346		264

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		114		103		125		107		△ 11		△ 14		16		△ 2		△ 10		△ 25		234		169

				１Q合計 ゴウケイ				２Q累計 ルイケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ														49期 キ		50期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,525		1,503		2,946		2,940		565		3,182		373		3,468		654		265		3,117		8,418



				１Q合計 ゴウケイ				２Q累計 ルイケイ				4月 ガツ				5月 ガツ				6月 ガツ				3Q累計 ルイケイ

				49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ		49期 キ		50期 キ

		営業利益 エイギョウ リエキ		170		161		357		330		339		310		360		304		347				347		614

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		114		103		239		210		228		196		244		194		234				233		390

		３Q差異分析 サイ ブンセキ

		49期3Q累計 キ ルイケイ		売上高減 ウリアゲ ダカ ゲン		原価率改善 ゲンカ リツ カイゼン		販管費増 ハンカンヒゾウ		59期3Q累計 キ ルイケイ

		346		296		296		264		264

						56

				50				88

				49期3Q累計 キ ルイケイ				50期3Q累計 キ ルイケイ				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,852				3,734				△ 118

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,224		57.7%		2,100		56.2%		△ 124		1.50%		売上高差 ウリアゲ ダカ サ		△ 49.9

		粗利 アラリ		1,628		42.3%		1,634		43.8%		6		-1.50%		原価差 ゲンカ サ		55.9

		販売費 ハンバイヒ		775		20.1%		748		20.0%		27		0.09%		販管費差 ハンカンヒ サ		△ 88.0

		一般管理費 イッパン カンリヒ		506		13.1%		620		16.6%		△ 114		-3.47%		計 ケイ		△ 82.0

		販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		1,281		33.3%		1,369		36.7%		△ 88		-3.41%

		営業利益 エイギョウ リエキ		346		9.0%		264		7.1%		△ 82





				１Q実績		２Q実績		3Q実績		4Q見込 ミコ		年度見込 ミコミ				当初予想 ギョウセキ 

		売上高		1,503		1,437		794		1,070		4,804				5,185



				１Q実績		２Q実績		3Q実績		4Q見込 ミコ		年度見込 ミコミ				当初予想 トウショ ヨソウ

		営業利益		161		168		△ 65		△ 6		258				272
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第50期実績見込（第49期実績）売上高



売上高	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q実績	２Q実績	3Q実績	４Q	年度計	1525	1503	1421	1437	905	794	1115	1159	4966	4893	







売上高	

１Q実績	２Q実績	3Q実績	4Q見込	年度見込	当初予想	1503	1437	794	1070	4804	5185	







営業利益	

１Q実績	２Q実績	3Q実績	4Q見込	年度見込	当初予想	161	168	-65	-6	258	272	





第50期　予算営業利益・当期純利益



営業利益	

１Q	２Q	３Q	４Q	年度計	97	183	-29	22	272	当期純利益	

１Q	２Q	３Q	４Q	年度計	64	122	-19	14	181	







3Q売上高推移（対予算）



売上高	

予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	１Q合計	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	1428	1503	1600	1437	307	242	353	286	337	265	4026	3733	





3Q営業利益推移（対予算）



営業利益	

予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	１Q	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	97	161	183	169	-15	-20	2	-6	-16	-39	250	264	





3Q累計営業利益増減分析（対予算）





３Q予算	売上高減	原価率改善	販管費減	3Q実績	250	129	129	219	264	

３Q予算	売上高減	原価率改善	販管費減	3Q実績	90	45	

３Q予算	売上高減	原価率改善	販管費減	3Q実績	121	0	





第50期実績見込（49期実績）営業利益



営業利益	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q実績	２Q実績	３Q実績	４Q	年度計	170	161	186	168	-10	-65	-16	22	330	286	





3Q売上高推移（対前期）



売上高	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q合計	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	1525	1503	1421	1437	270	242	354	286	281	265	3851	3733	





3Q累計営業利益推移（対前期）



営業利益	

49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	49期	50期	１Q	２Q合計	4月	5月	6月	3Q累計	170	161	186	169	-18	-20	21	-6	-13	-39	346	264	





3Q累計営業利益増減分析（対前期）





49期3Q累計	売上高減	原価率改善	販管費増	59期3Q累計	346	296	296	264	264	

49期3Q累計	売上高減	原価率改善	販管費増	59期3Q累計	56	

49期3Q累計	売上高減	原価率改善	販管費増	59期3Q累計	50	88	







売上高

		実績 ジッセキ

		49期3Q キ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

		売上高合計		3,421,276,484		236,480,519		182,999,162		10,869,012		3,851,625,177								ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

				88.8%		6.1%		4.8%		0.3%		100%						19/3Q		3,421		236		183		11		3,851

																		20/3Q		3,453		201		77		2		3,733

		50期3Q実績 キ ジッセキ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ						増減 ゾウゲン		32		△ 35		△ 106		△ 9		△ 118

		売上高合計		3,453,415,643		201,381,797		77,159,874		1,566,042		3,733,523,356

				92.5%		5.4%		2.1%		0.0%		100.0%

																				ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

		増減 ゾウゲン		32,139,159		△35,098,722		△105,839,288		△9,302,970		△118,101,821						3Q予算 ヨサン		3,598		237		181		10		4,026

																		3Q実績 ジッセキ		3,453		201		77		2		3,733

		49期3Q キ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		50期3Q キ						増減 ゾウゲン		△ 145		△ 36		△ 104		△ 8		△ 293

		3,851		3,851		3,848		3,742		3,733		3,733

				32														50期２Q キ		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

						35		106		9										92.1%		6.0%		1.9%		0.1%		100.0%

																		50期2Q キ		2,707		176		55		2		2,939

		50期3Q予算 キ ヨサン		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		合計 ゴウケイ

		売上高合計		3,597,750,000		236,661,000		181,952,000		9,891,000		4,026,254,000

				89.4%		5.9%		4.5%		0.2%		100.0%



		増減 ゾウゲン		△144,334,357		△35,279,203		△104,792,126		△8,324,958		△292,730,644



		3Q予算 ヨサン		ワンプライス		OEM		フルール		その他 タ		3Q実績 ジッセキ

		4,026		3,881		3,845		3,741		3,733		3,733



				145		36		104		8



				2,703,559,000		200,602,000		118,361,000		6,594,000		3,029,116,000



		49期3Q実績 キ ジッセキ		セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		50期3Q キ						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2,946		2,904		2,904		3,019		3,040		2,940		2,940				49期3Q キ		1,724		1,087		387		126		527		3,851

						115		21		8								50期3Q キ		1,664		1,173		400		131		365		3,733

				42								108						増減 ゾウゲン		△ 60		86		13		5		△ 162		△ 118

		3Q予算 ヨサン		セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		3Q実績 ジッセキ						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		3,029		3,029		3,008		2,945		2,940				2,940				49期3Q キ		44.8%		28.2%		10.0%		3.3%		13.7%		100.0%

				4														50期3Q キ		44.6%		31.4%		10.7%		3.5%		9.8%		100.0%

						25		63		5								増減率 ゾウゲン リツ		-3.5%		7.9%		3.4%		4.0%		-30.7%		-3.1%

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		50期3Q実績 キ ジッセキ		44.6%		31.4%		10.7%		3.5%		9.8%		100.0%						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

				1,664,289,164		1,173,370,050		399,834,608		130,997,288		365,032,453		3,733,523,563				２Q予算 ヨサン		1,337		793		306		98		495		3,029

																		２Q実績 ジッセキ		1,295		908		327		106		304		2,940

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ						増減 ゾウゲン		△ 42		115		21		8		△ 191		△ 89

		49期3Q実績 キ ジッセキ		44.8%		28.2%		10.0%		3.3%		13.7%		100.0%

				1,723,757,992		1,087,421,365		386,792,549		125,708,784		526,390,510		3,850,071,200						セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

																		２Q予算 ヨサン		34.7%		20.6%		7.9%		2.5%		12.9%		78.7%

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ						２Q実績 ジッセキ		34.7%		24.3%		8.8%		2.8%		8.1%		78.8%

		50期3Q実績 キ ジッセキ		1,664		1,173		400		131		365		3,734

				セリア		ダイソー		キャンドゥ		ワッツ		その他 タ

		49期3Q実績 キ ジッセキ		1,724		1,087		387		126		527		3,851



































		50期Q実績 キ ジッセキ		ワンプライス		その他 タ		合計 ゴウケイ

		売上高合計		92.1%		7.9%		100.0%



		50期Q実績 キ ジッセキ		その他 タ		OEM		合計 ゴウケイ

		売上高合計		94.0%		6.0%		100.0%



		50期Q実績 キ ジッセキ		その他 タ		フルール		合計 ゴウケイ

		売上高合計		98.1%		1.9%		100.0%





















3Q売上高増減分析（対49期3Q）





49期3Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	50期3Q	3851	3851	3848	3742	3733	3733	

49期3Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	50期3Q	32	

49期3Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	50期3Q	35	106	9	









50期２Q	ワンプライス	OEM	フルール	その他	0.92106158557332429	5.9884314392650559E-2	1.8713848247703301E-2	6.8050357264375636E-4	

　　　　3Q売上高増減分析（対予算）





3Q予算	ワンプライス	OEM	フルール	その他	3Q実績	4026	3881	3845	3741	3733	3733	

3Q予算	ワンプライス	OEM	フルール	その他	3Q実績	

3Q予算	ワンプライス	OEM	フルール	その他	3Q実績	145	36	104	8	





２Q売上高増減分析（対49期２Q）





49期3Q実績	セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	50期3Q	2946	2904	2904	3019	3040	2940	2940	

49期3Q実績	セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	50期3Q	115	21	8	

49期3Q実績	セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	50期3Q	42	108	







50期3Q実績	

セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	0.44576902647500444	0.31427953518985197	0.10709309885236688	3.508677146120371E-2	9.7771568021572983E-2	



49期3Q実績	

セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	0.4477210686389384	0.28244188445138363	0.10046373921604358	3.2651028375786921E-2	0.13672227931784742	

50期3Q実績	[分類名]

[値]



[分類名] [値]



[分類名] [値]
[分類名] [値]
[分類名] [値]

セリア	ダイソー	キャンドゥ	ワッツ	その他	0.44576902647500444	0.31427953518985197	0.10709309885236688	3.508677146120371E-2	9.7771568021572983E-2	
売上高合計	
ワンプライス	その他	0.92082479300228959	7.9000000000000001E-2	
OEM商品

売上高合計	

その他	OEM	0.94	6.0008968962914438E-2	
フルール商品

売上高合計	
その他	フルール	0.98099999999999998	1.8727578234759439E-2	


販管費

		販売費・一般管理費増減内訳 ハンバイヒ イッパン カンリヒ ゾウゲン ウチワケ

																						（百万円） ヒャクマンエン

								第50期3Q ダイ キ								第49期
3Q実績 ダイ キ ジッセキ		増減(△) ゾウゲン		備考 ビコウ

								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		増減(△) ゾウゲン

		売上高 ウリアゲ ダカ						4,025		3,734		△ 291				3,852		△ 118

		販売費						第50期3Q ダイ キ								第49期
3Q実績 ダイ キ ジッセキ		増減(△) ゾウゲン		備考 ビコウ

								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		増減(△) ゾウゲン

						商品ﾃﾞｻﾞｲﾝ国内 ショウヒン		10		11		1				36		△ 25		商標使用料⇒売上原価へ26 ショウヒョウ シヨウリョウ ウリアゲ ゲンカ

						商品ﾃﾞｻﾞｲﾝ海外 ショウヒン		5		1		△ 4				4		△ 3

						出荷ﾋﾟｯｷﾝｸ		123		118		△ 5				117		1

						出荷梱包		48		46		△ 2				47		△ 1

						検品作業		7		4		△ 3				7		△ 3

						物流管理 カン		18		18		0				18		0

						その他		18		14		△ 4				12		2

				業務委託費 ギョウム イタク ヒ				229		212		△ 17				241		△ 29

				倉  庫  料				102		105		3				98		7

				発 送 運 賃				338		330		△ 8				324		6								　

				出荷梱包費 シュッカ コンポウ ヒ				47		40		△ 7				40		0

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ				25		11		△ 14				17		△ 6

				その他				67		50		△ 17				55		△ 5

		販売費合計						808		748		△ 60				775		△ 27

		（売上高販売費比率）						20.1%		20.0%						20.1%



		一般管理費						第50期3Q ダイ キ								第49期
3Q実績 ダイ キ ジッセキ		増減(△) ゾウゲン		備考 ビコウ

								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		増減(△) ゾウゲン

				役員報酬 ヤクイン ホウシュウ				100		97		△ 3				76		21

				労務費 ロウムヒ				309		309		0				268		41

				派遣費用 ハケン ヒヨウ				62		49		△ 13				40		9

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				24		21		△ 3				22		△ 1

				家     賃 イエ チン				46		46		0				46		0

				支払報酬 シハライ ホウシュウ				22		29		7				15		14

				支払手数料 シハライ テスウリョウ				10		20		10				0		20

				その他				31		49		18				38		11

		一般管理費合計 ゴウケイ						604		621		17				505		116

		（売上高一般管理費比率） イッパン カンリヒ						15.0%		16.6%						13.1%



		販売費・一般管理費合計 ハンバイヒ イッパン カンリヒ ゴウケイ						1,412		1,369		△ 43				1,280		89

		（売上高一般管理費比率） イッパン カンリヒ						35.1%		36.7%						33.2%









































BS

				前事業年度
(2019年９月30日)		当第3四半期会計期間
(2020年6月301日) ネン						前事業年度
(2019年９月30日)		当第2四半期会計期間
(2020年３月31日) ネン								科目 カモク				2019年9月末 ネン ガツマツ		2020年6月末 ネン ガツマツ		増減 ゾウゲン		内訳 ウチワケ								第49期9月末 ダイ キ ガツマツ				第50期6月末 ダイ キ ガツ マツ				第49期9月末 ダイ キ ガツマツ				第50期6月末 ダイ キ ガツ マツ

		資産の部																				流動資産 リュウドウ シサン		現金･預金		1,115		1,525		409								固定資産 コテイ シサン		170				181				2037				2155		株主資本 カブヌシ シホン

		流動資産																						受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		379		307		△ 72								その他 タ		43				55				565				560		その他 タ

		現金及び預金		1,115		1,525						1,115,815		809,132										電子記録債権 デンシ キロク サイケン		3		2		0								棚卸資産 タナオロシ シサン		1,163				898				245				174		借入金 カリイレ キン

		受取手形及び売掛金		379		307						379,624		918,495										棚卸資産		1,163		898		△ 265								売掛債権 ウリカケ サイケン		379				307				24				77		買掛債務 カイカケ サイム

		たな卸資産		1,163		898						3,027		7,547										その他流動資産 タ		40		52		12								現預金 ゲンヨキン		1,115				1,525

		その他		42		54						1,163,425		1,058,551										流動資産計 リュウドウ シサン ケイ		2,701		2,784		83

		流動資産合計		2,701		2,784						40,502		62,541								固定資産 コテイ シサン		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		59		63		4										2,870				2,966				2871				2966

		固定資産										△825		△2,460		60,081								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		30		40		10

		有形固定資産		59		63						2,701,568		2,853,806										投資その他の資産 トウシ タ シサン		79		77		△ 2

		無形固定資産		30		41																		固定資産計 コテイ シサン ケイ		170		181		11

		投資その他の資産		79		77						59,331		58,740								資産計 シサン ケイ				2,871		2,966		94

		固定資産合計		170		181						30,759		28,031								流動負債 リュウドウ フサイ		買掛金 カイカケ キン		24		77		52

		資産合計		2,871		2,966						79,955		73,840										短期借入金 タンキ カリイレ キン		88		70		△ 18		1年内返済長期返済 ネンナイ ヘンサイ チョウキ ヘンサイ

		負債の部										170,045		160,612										未払金 ミハラ キン		160		210		50

		流動負債										2,871,614		3,014,419										その他流動負債 タ リュウドウ		134		77		△ 57		賞与引当金48⇒0
未払消費税5⇒79 ショウヨ ヒキアテ キン ミハラ

		買掛金		24		77																		流動負債計 リュウドウ フサイ ケイ		407		434		27

		1年内返済予定の長期借入金		88		70																固定負債 コテイ フサイ		長期借入金		157		105		△ 52

		未払金		160		213						24,862		76,685										長期未払金		254		254		0

		未払法人税等		59		43						88,132		78,121										退職給付引当金		15		19		4

		賞与引当金		48		0						160,489		213,876										固定負債計 コテイ フサイ ケイ		426		378		△ 48

		その他		26		30						59,287		60,572								負債計 フサイ ケイ				834		811		△ 23

		流動負債合計		407		433						48,381		0								純資産 ジュンシサン		資本金 シホンキン		32		35		3		新株予約権行使(2/14) シンカブヨヤクケン コウシ

		固定負債										26,357		84,178		144,750								資本剰余金 シホン ジョウヨキン		268		271		3		新株予約権行使 シンカブヨヤクケン コウシ

		長期借入金		157		105						407,510		513,432										利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		1,737		1,844		107		四半期利益168ー配当60 リエキ ハイトウ

		退職給付引当金		15		19																		その他有価証券評価差額金 タ ユウカ ショウケン ヒョウカ サガク キン		1		1		0

		役員長期未払金		254		254						157,500		140,000										繰延ヘッジ損益 クリノベ ソンエキ		△ 1		1		2

		固定負債合計		426		378						15,104		254,335								純資産計 ジュンシサン ケイ		純資産計 ジュンシサン ケイ		2,037		2,155		118

		負債合計		834		811						254,335		16,800								負債・純資産計 フサイ ジュンシサン ケイ				2,871		2,966		95

		純資産の部										426,939		411,432

		株主資本										834,449		924,568

		資本金		32		35								

		資本剰余金		268		272								

		利益剰余金		1,737		1,845						32,000		32,000

		株主資本合計		2,037		2,152						268,248		268,335

		評価・換算差額等										1,737,366		1,778,241

		その他有価証券評価差額金		1		1						－		-

		繰延ヘッジ損益		△ 1		2						2,037,614		2,078,489

		評価・換算差額等合計		0		11						

		純資産合計		2,037		2,155						1,295		1,569

		負債純資産合計		2,871		2,966						△1,745		9,792

												△449		11,361

												2,037,165		2,089,851

												2,871,614		3,014,419



貸借対照表



第49期9月末	第50期6月末	第49期9月末	第50期6月末	170	181	2037	2155	第49期9月末	第50期6月末	第49期9月末	第50期6月末	43	55	565	560	第49期9月末	第50期6月末	第49期9月末	第50期6月末	1163	898	245	174	第49期9月末	第50期6月末	第49期9月末	第50期6月末	379	307	24	77	第49期9月末	第50期6月末	第49期9月末	第50期6月末	1115	1525	







CF



				49期２Q		50期２Q		差異 サイ		49期通期 ツウキ

		Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー		186		798		612		462

		　　税前四半期利益		358		334		△ 24		288

		　　売掛債権増減 ゾウ ゲン		△ 195		5		200		452

		　　たな卸資産減		48		471		423		△ 213

		　　仕入債務増		46		10		△ 36		△ 20

		　　法人税支払　 ホウジン ゼイ シハライ		△ 47		△ 59		△ 12		△ 107

		　　その他		△ 24		37		61		62

		Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 14		△ 23		△ 9		△ 20

		フリーキャッシュ・フロー		172		775		603		442

		Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 113		△ 107		6		108

		Ⅳ.換算差額		0		3		3		△ 8						19/9期末
現金等
残高 キ マツ ゲンキン トウ ザンダカ		営業活動 エイギョウ カツドウ		投資活動 トウシ カツドウ		財務活動 ザイム カツドウ		換算差額 カンザン サガク		20/3期末
現金等
残高 キ マツ ゲンキン トウ ザンダカ

		Ⅴ.現金等の増減額		59		671		612		542						1,115		1,115		1,890		1,783		1,783		1,786

		Ⅵ.現金等の期首残高		572		1,115		543		573				増加 ゾウカ				798						3

		Ⅶ.現金等の期末残高		631		1,786		1,155		1,115				減少 ゲンショウ						23		107





キャッシュ・フロー増減





19/9期末	
現金等	
残高	営業活動	投資活動	財務活動	換算差額	20/3期末	
現金等	
残高	1115	1115	1890	1783	1783	1786	増加	



19/9期末	
現金等	
残高	営業活動	投資活動	財務活動	換算差額	20/3期末	
現金等	
残高	798	3	減少	

19/9期末	
現金等	
残高	営業活動	投資活動	財務活動	換算差額	20/3期末	
現金等	
残高	23	107	





税前利益　　　334
たな卸資産減少423



評価損廃棄損

		50期 キ		第1四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ		第2四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第3四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第3四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ				49期 キ		第1四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ		第2四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第3四半期計 ダイ シハンキ ケイ		第4四半期計 ダイ シハンキ ケイ		年度計 ネンド ケイ				48期 キ		第1四半期計		第2四半期計		第3四半期計		第4四半期計		年度計

		評価損 ヒョウカ ソン		15,517,579		16,875,949		20,856,385		53,249,913				評価損 ヒョウカ ソン		4,522,361		4,422,124		3,457,277		21,955,184		34,356,946				評価損 ヒョウカ ソン		13,516,681		12,786,957		8,480,992		11,665,872		46,450,502

		廃棄損 ハイキ ソン		181,724		5,492,058		1,778,948		7,452,730				廃棄損 ハイキ ソン		4,593,303		5,702,998		9,043,351		13,239,333		32,578,985				廃棄損 ハイキ ソン		3,016,908		14,594,489		4,329,540		14,355,131		36,296,068



				48期１Q キ		２Q		３Q		３Q累計 ルイケイ		4Q累計 ルイケイ		49期１Q キ		２Q		３Q		４Q		4Q累計 ルイケイ		50期１Q キ		２Q		３Q		３Q累計 ルイケイ

		評価損 ヒョウカ ソン		14		13		8		12		46		5		4		3		22		34		16		17		21		53

		廃棄損 ハイキ ソン		3		15		4		14		36		5		6		9		13		33		0		5		2		7



製品評価損・廃棄損推移



評価損	48期１Q	２Q	３Q	３Q累計	4Q累計	49期１Q	２Q	３Q	４Q	4Q累計	50期１Q	２Q	３Q	３Q累計	13.516681	12.786956999999999	8.4809920000000005	11.665872	46.450502	4.5223610000000001	4.4221240000000002	3.4572769999999999	21.955183999999999	34.356946000000001	15.517579	16.875948999999999	20.856385	53.249912999999999	廃棄損	48期１Q	２Q	３Q	３Q累計	4Q累計	49期１Q	２Q	３Q	４Q	4Q累計	50期１Q	２Q	３Q	３Q累計	3.0169079999999999	14.594488999999999	4.3295399999999997	14.355131	36.296067999999998	4.5933029999999997	5.702998	9.0433509999999995	13.239333	32.578985000000003	0.181724	5.4920580000000001	1.778948	7.4527299999999999	
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2020年度業績予想修正の骨子

新型コロナウイルスの影響による需要回復の遅れを考慮

１．行楽、レジャー、パーティーなど人々が集うシーンで使われる
商品等を中心に、販売においてはマイナスの影響

２．ただし、原価改善努力等もあり、利益減少への影響は軽微

・2月15日公表の業績予想を小幅ながら下方修正

・なお、配当は変更なしの予定（19.00円／株）
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業績予想（売上高・営業利益）
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営業利益

百万円
百万円

（注）当社の商品は、ハロウィン(10月)、クリスマス(12月)、バレンタイン(2月)などの行事に関連して販売されるものが多く、そのため１Q、２Qに売上が集中する傾向があります。
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１．新たな生活様式に則した現有商品群の再編

重点戦略

２．生産性向上、利益体質強化に向けた取り組み

•IT投資第１期として、物流管理システムを刷新

•生産・品質管理機能強化

•在宅勤務を契機に、労働生産性向上を目指した全社員のITリテラシー向上

•新カテゴリー・新価格帯商品開拓のため、プロ人材の獲得

16

•「アフター・コロナ」、「ウイズ・コロナ」、「新生活様式」 でも売れ続ける商品構成へ

•人が集まるイベント需要の減退を見越し、自宅で、一人で楽しめる商品を増やす

•プチプライス（１００円よりも高額な）商品の新規開発

•未開拓売上チャネルへの営業を強化



本資料における業績予想に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき
判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。

従いまして、確約や保証をあたえるものではなく、実際の業績は今後様々な
要因によって予想と異なる結果となる可能性があります。

＜お問い合わせ先＞

管理部門 IR担当
メールアドレス：ir@amifa.co.jp
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