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1.  平成25年6月期第1四半期の連結業績（平成24年6月21日～平成24年9月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

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

25年6月期第1四半期 5,906 △1.8 △263 ― △269 ― △200 ―
24年6月期第1四半期 6,012 0.5 △83 ― △95 ― △100 ―

（注）包括利益 25年6月期第1四半期 △178百万円 （―％） 24年6月期第1四半期 △138百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年6月期第1四半期 △7.26 ―
24年6月期第1四半期 △3.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年6月期第1四半期 23,368 15,985 67.5 569.89
24年6月期 23,962 16,371 67.4 583.98
（参考） 自己資本   25年6月期第1四半期  15,770百万円 24年6月期  16,160百万円

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

24年6月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
25年6月期 ―
25年6月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 6月21日～平成25年 6月20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) 13,500 2.7 300 262.3 300 433.6 180 ― 6.50
通期 31,000 3.5 1,400 38.5 1,400 39.5 840 36.9 30.36



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注） 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、【添付資料】3ページ「会計方針の
変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外でありますが、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き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 
 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、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については四半期決
算短信【添付資料】2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年6月期1Q 32,459,692 株 24年6月期 32,459,692 株
② 期末自己株式数 25年6月期1Q 4,787,420 株 24年6月期 4,787,420 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期1Q 27,672,272 株 24年6月期1Q 27,672,408 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部回復基調にあるものの、欧州債務問題や円高傾向の定着

などにより、全般的には厳しい状況が続きました。 

 この様な経済環境下、当社グループでは、新規概念商品を中心とした新製品の投入による積極的な販売活動を展

開いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高 59億 641万円（前年同期比 1.8％減）、

営業損失 2億 6,381万円（前年同期は 8,347万円の営業損失）、経常損失 2億 6,905万円（前年同期は 9,521万円

の経常損失）、四半期純損失 2億 91万円（前年同期は 1億 28万円の四半期純損失）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 文具事務用品事業 

 電子製品におきましては、名刺を画像データで管理できる「ピットレック」にデジタル名刺交換などの新機能を

搭載し、グレードアップしたDNH11を発売し、新たなユーザーの獲得を図りました。 

 「テプラ」におきましては、ネットワーク接続したいというユーザーのニーズに応え、複数のパソコンやiOS端

末からラベル印刷が可能となる「USBデバイスサーバRDS10」を発売し、ご好評をいただいております。また、ペー

パーレスでメモをとれる軽量の電子メモパッドとして個人・法人問わずご好評をいただいているブギーボードに、

スタイリッシュなデザインで書き心地にこだわった「Boogie Board JOT」を新たに発売いたしました。 

  ステーショナリーにおきましては、デジタルとアナログを融合した文具「デジアナ文具」に、クリアーファイル

やフォルダーに収納した書類を簡単にデジタル化できるファイルシリーズ「ショットドックス」を発売し、多くの

ユーザーの皆様からご支持をいただき、当初の販売計画を上回るヒット商品となりました。 

 この結果、売上高は 51億 3,826万円（前年同期比 2.3％増）、営業損失は 2億 8,223万円（前年同期は 1億 

5,075万円の営業損失）となりました。 

② ライフスタイル雑貨事業 

 ㈱ラドンナでは、「リラクゼーション」を、また㈱Ｇクラッセでは、「防災・防犯・アウトドア」を商品コンセ

プトの中心に、お客様の生活に彩りを添え、癒しを与える新製品の拡販に努めてまいりました。㈱アスカ商会で

は、花の繊細なディテールにこだわり、アーティフィシャル・フラワーに、よりフレッシュさとトレンドを織り込

んだ商品を提案してまいりました。 

 この結果、売上高は 7億 6,814万円（前年同期比 22.3％減）、営業利益は 609万円（前年同期比 86.9％減）と

なりました。 

  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して 5億 9,423万円減少し、233億 6,847万

円となりました。これは主に、製品在庫の増加がある一方、現預金、受取手形、売掛金等の減少があったことに

よるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末と比較して 2億 787万円減少し、73億 8,347万円となりました。これは主に、

短期借入金の増加がある一方、支払手形、買掛金、長期借入金等の減少があったことによるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比較して 3億 8,635万円減少し、159億 8,500万円となりました。これは主

に、第64期期末配当金の支払いや、四半期純損失の計上によるものであります。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年８月２日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年６月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,541,190 3,142,181

受取手形及び売掛金 4,402,278 3,588,881

有価証券 10,465 10,467

商品及び製品 4,807,371 5,154,821

仕掛品 228,024 242,167

原材料及び貯蔵品 963,169 935,932

繰延税金資産 239,682 396,529

その他 936,660 954,477

貸倒引当金 △8,127 △6,795

流動資産合計 15,120,713 14,418,662

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,320,288 6,457,670

減価償却累計額 △3,698,211 △3,742,829

建物及び構築物（純額） 2,622,077 2,714,841

機械装置及び運搬具 2,073,216 2,130,752

減価償却累計額 △1,409,657 △1,446,978

機械装置及び運搬具（純額） 663,559 683,773

土地 2,032,510 2,032,510

建設仮勘定 100,075 108,483

その他 2,545,996 2,544,060

減価償却累計額 △2,342,418 △2,340,762

その他（純額） 203,578 203,298

有形固定資産合計 5,621,801 5,742,906

無形固定資産   

のれん 115,836 143,158

その他 334,574 354,073

無形固定資産合計 450,410 497,232

投資その他の資産   

投資有価証券 1,013,192 1,041,147

繰延税金資産 215,741 150,964

保険積立金 206,071 206,071

前払年金費用 43,124 －

その他 1,461,378 1,492,027

貸倒引当金 △169,718 △180,533

投資その他の資産合計 2,769,788 2,709,677

固定資産合計 8,842,000 8,949,816

資産合計 23,962,714 23,368,479
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年６月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,561,083 2,427,535

短期借入金 － 450,000

1年内返済予定の長期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 90,274 13,907

未払金 675,835 569,516

役員賞与引当金 14,457 －

その他 702,149 699,894

流動負債合計 4,643,799 4,760,854

固定負債   

長期借入金 2,400,000 2,100,000

繰延税金負債 24,831 24,637

退職給付引当金 127,020 134,234

役員退職慰労引当金 264,565 233,159

資産除去債務 15,874 15,987

負ののれん 2,511 1,883

その他 112,745 112,715

固定負債合計 2,947,547 2,622,617

負債合計 7,591,347 7,383,471

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,978,690 1,978,690

資本剰余金 2,674,999 2,674,999

利益剰余金 16,524,225 16,115,485

自己株式 △4,230,846 △4,230,846

株主資本合計 16,947,068 16,538,329

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △169,167 △151,084

為替換算調整勘定 △617,826 △617,050

その他の包括利益累計額合計 △786,993 △768,135

新株予約権 33,066 33,066

少数株主持分 178,225 181,747

純資産合計 16,371,367 15,985,007

負債純資産合計 23,962,714 23,368,479
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月21日 
 至 平成24年９月20日) 

売上高 6,012,447 5,906,413

売上原価 3,717,656 3,717,391

売上総利益 2,294,790 2,189,021

販売費及び一般管理費 2,378,263 2,452,833

営業損失（△） △83,472 △263,811

営業外収益   

受取利息 1,543 1,951

受取配当金 15,661 15,905

屑売却益 9,402 13,399

貸倒引当金戻入額 6,386 －

その他 7,446 5,608

営業外収益合計 40,441 36,865

営業外費用   

支払利息 10,674 9,960

為替差損 28,299 21,560

その他 13,206 10,589

営業外費用合計 52,180 42,110

経常損失（△） △95,211 △269,056

特別利益   

固定資産売却益 703 149

特別利益合計 703 149

特別損失   

固定資産除却損 414 1,480

特別損失合計 414 1,480

税金等調整前四半期純損失（△） △94,922 △270,388

法人税、住民税及び事業税 20,677 704

法人税等調整額 △18,102 △71,096

法人税等合計 2,575 △70,391

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △97,497 △199,996

少数株主利益 2,787 923

四半期純損失（△） △100,285 △200,919
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月21日 
 至 平成24年９月20日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △97,497 △199,996

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33,437 18,082

為替換算調整勘定 △7,388 3,374

その他の包括利益合計 △40,826 21,456

四半期包括利益 △138,324 △178,539

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △134,661 △182,061

少数株主に係る四半期包括利益 △3,662 3,522
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年６月21日 至 平成23年９月20日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

                                        （単位：千円） 

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額 20,653千円は、セグメント間取引消去に伴う調整等であります。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年６月21日 至 平成24年９月20日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

                                        （単位：千円） 

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額 12,333千円は、セグメント間取引消去に伴う調整等であります。 

 ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

３．前第２四半期連結会計期間より、従来の「文具事務用品の製造・販売事業」および「インテリア・雑貨小物

の企画・販売事業」をそれぞれ「文具事務用品事業」および「ライフスタイル雑貨事業」に名称変更いたし

ました。なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の名称を用いております。当該変更

については、名称変更のみであり、報告セグメントの変更はありません。 

  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２   

文具事務用品 
事業  

ライフスタイル
雑貨事業  

計 

売上高                              

外部顧客への売上高  5,023,887  988,560  6,012,447  ―  6,012,447

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 6,733  47,727  54,460  (54,460)  ―

計  5,030,620  1,036,287  6,066,908  (54,460)  6,012,447

セグメント利益又は損失(△)  △150,754  46,628  △104,125  20,653  △83,472

  報告セグメント 

調整額 
（注）１  

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２   

文具事務用品 
事業  

ライフスタイル
雑貨事業  

計 

売上高                              

外部顧客への売上高  5,138,265  768,148  5,906,413  ―  5,906,413

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 9,288  36,527  45,815  (45,815)  ―

計  5,147,554  804,675  5,952,229  (45,815)  5,906,413

セグメント利益又は損失(△)  △282,235  6,090  △276,145  12,333  △263,811
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