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1.  平成26年8月期第1四半期の業績（平成25年9月1日～平成25年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年8月期第1四半期 1,920 △7.0 138 27.4 140 27.0 84 29.0
25年8月期第1四半期 2,064 5.8 108 △6.9 110 △6.2 65 △2.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年8月期第1四半期 10.50 ―
25年8月期第1四半期 8.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年8月期第1四半期 5,205 2,311 44.4
25年8月期 4,655 2,263 48.6
（参考） 自己資本   26年8月期第1四半期  2,311百万円 25年8月期  2,263百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年8月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年8月期 ―
26年8月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成26年 8月期の業績予想（平成25年 9月 1日～平成26年 8月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 3,800 0.3 133 △2.3 130 △6.3 60 △25.3 7.45
通期 7,200 2.7 105 79.3 100 53.3 50 70.3 6.21



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年8月期1Q 9,154,442 株 25年8月期 9,154,442 株
② 期末自己株式数 26年8月期1Q 1,106,444 株 25年8月期 1,105,897 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期1Q 8,048,249 株 25年8月期1Q 8,048,838 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （3）業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する説明 

  当第１四半期累計期間における我が国経済は、円高是正による輸出の回復や、個人消費の一部持ち直し等、明る

い兆しが見られましたが、一方円安による原材料等の価格上昇や新興国経済の成長鈍化等の懸念があり、国内景気

の先行きには不透明感も残っております。 

  このような環境の中、自社企画製品は、ｅコマース（オンラインショップ）を利用した受注増加に注力したこと

等により、売上高は308百万円（前年同四半期比2.4%増）となりました。 

  別注製品は、製品製作に関連する企画料・デザイン料等の役務売上は堅調に推移しましたが、前年度の大口スポ

ット受注がなかったことや採算重視の取引を推進したこと等により、売上高は1,058百万円（前年同四半期比13.2%

減）となりました。 

  商品は、イベント商品の売上が堅調であったこと等により、売上高は553百万円（前年同四半期比1.7%増）とな

りました。 

  この結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,920百万円（前年同四半期比7.0%減）となりました。 

  一方損益面では、別注製品の売上総利益率が好転したことや、販売費及び一般管理費の削減等により、営業利益

は138百万円（前年同四半期比27.4%増）、経常利益は140百万円（前年同四半期比27.0%増）、四半期純利益は84百

万円（前年同四半期比29.0%増）となりました。 

  なお、当社は広告等販売促進用品の企画・製作及び販売等を行う事業の単一セグメントのため、セグメント情報

の記載を省略しております。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期会計期間の総資産は、前事業年度比549百万円増加し5,205百万円となりました。  

 流動資産は、現金及び預金が80百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が259百万円増加したこと、商品及び

製品が125百万円増加したこと等により、前事業年度比528百万円増加の3,373百万円となりました。 

 固定資産は、無形固定資産が28百万円増加したこと、投資その他の資産が１百万円減少したこと等により、前事

業年度比20百万円増加の1,831百万円となりました。   

 流動負債は、支払手形及び買掛金が191百万円増加したこと、未払法人税等が75百万円増加したこと、賞与引当

金が85百万円減少したこと等により、前事業年度比420百万円増加の2,086百万円となりました。 

 固定負債は、長期借入金が68百万円増加したこと、役員退職慰労引当金が12百万円減少したこと等により、前事

業年度比81百万円増加の807百万円となりました。 

 純資産は、前事業年度比48百万円増加の2,311百万円となりました。   

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 業績予想につきましては、平成25年10月10日に公表した業績予想に変更はありません。 

    

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年８月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 955,259 1,035,474

受取手形及び売掛金 1,180,887 1,440,441

商品及び製品 534,110 659,677

仕掛品 32,301 36,617

原材料及び貯蔵品 3,218 3,962

その他 142,154 200,521

貸倒引当金 △3,200 △3,000

流動資産合計 2,844,731 3,373,694

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 265,167 260,295

土地 934,336 934,336

その他（純額） 61,210 60,827

有形固定資産合計 1,260,714 1,255,460

無形固定資産 26,631 54,690

投資その他の資産   

その他 524,037 522,819

貸倒引当金 △564 △1,180

投資その他の資産合計 523,473 521,639

固定資産合計 1,810,819 1,831,789

資産合計 4,655,551 5,205,484

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 856,207 1,047,903

短期借入金 350,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 78,375 83,330

未払法人税等 6,578 81,830

賞与引当金 89,700 4,200

その他 285,295 469,156

流動負債合計 1,666,156 2,086,419

固定負債   

長期借入金 122,101 190,862

退職給付引当金 138,468 140,335

役員退職慰労引当金 423,078 410,623

その他 42,638 65,634

固定負債合計 726,286 807,456

負債合計 2,392,443 2,893,876



（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年８月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 409,796 409,796

資本剰余金 417,733 417,733

利益剰余金 1,669,311 1,713,589

自己株式 △262,857 △262,953

株主資本合計 2,233,983 2,278,164

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,124 33,443

評価・換算差額等合計 29,124 33,443

純資産合計 2,263,107 2,311,608

負債純資産合計 4,655,551 5,205,484



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 2,064,574 1,920,237

売上原価 1,293,987 1,138,756

売上総利益 770,586 781,480

販売費及び一般管理費 661,610 642,671

営業利益 108,975 138,808

営業外収益   

受取利息及び配当金 66 53

為替差益 － 33

受取手数料 324 481

投資有価証券売却益 － 651

その他 1,928 1,077

営業外収益合計 2,319 2,298

営業外費用   

支払利息 873 1,055

為替差損 199 －

その他 6 44

営業外費用合計 1,079 1,100

経常利益 110,215 140,007

税引前四半期純利益 110,215 140,007

法人税、住民税及び事業税 73,116 79,010

法人税等調整額 △28,402 △23,523

法人税等合計 44,713 55,486

四半期純利益 65,501 84,520



該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

  当社は広告等販売促進用品の企画・製作及び販売等を行う事業の単一セグメントのため、記載を省略しておりま

す。 

   

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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