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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

　

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第１四半期 9,323 1.7 1,042 71.4 1,053 140.8 747 98.2

29年３月期第１四半期 9,167 20.5 608 224.3 437 58.6 376 175.0

(注)包括利益 30年３月期第１四半期 837 百万円 ( ―％) 29年３月期第１四半期 69 百万円 (△70.2％)

　

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

30年３月期第１四半期 42.45 41.93

29年３月期第１四半期 21.41 ―
(注) 平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われた

と仮定し、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。

（２）連結財政状態
　

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第１四半期 45,173 25,190 55.0

29年３月期 37,246 24,615 65.2

(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 24,848 百万円 29年３月期 24,294 百万円

　

２．配当の状況
　

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

29年３月期 ― 20.00 ― 29.00 49.00

30年３月期 ―

30年３月期(予想) 13.50 ― 13.50 27.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
(注) 平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。平成29年３月期については、当該株式分割前の実

際の配当の額を記載しております。

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３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)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 18,600 3.8 1,700 4.5 1,700 20.4 1,000 1.2 56.82

通期 38,500 4.1 3,800 3.4 3,800 7.8 2,300 7.6 130.68

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　

決算短信（宝印刷） 2017年08月03日 09時24分 1ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（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
　

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期１Ｑ 19,082,670株 29年３月期 19,082,670株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 1,483,394株 29年３月期 1,483,394株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 17,599,276株 29年３月期１Ｑ 17,599,574株

　(注) 平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定し、発行済株式数を算定しております。

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

　

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業

績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた

っての注意事項等については、添付資料２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ

い。

また、当社は株式給付信託を導入しており、株式給付信託が所有する当社株式については、自己株式に含めてお

ります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や金融政策等を背景に緩やかな回復基調

で推移しておりますが、海外経済の動向、政策の不確実性や金融資本市場の変動等、先行き不透明な状況が続いて

おります。

当グループの属する日用品業界におきましては、雇用環境は改善しているものの、所得の回復は緩慢で、家計の

実質購買力は伸び悩んでいること、物価上昇への懸念や将来に対する不安感等から消費者マインドは足踏み状況に

あり、日用品等生活必需品に対する低価格・節約志向は依然として強く、経営環境は厳しい状況で推移いたしまし

た。

このような環境の中、当グループでは、引続きキャラクター製品、低価格で高品質な製品やアイデアに富んだ製

品等お客様に選んでいただける差別化された製品の開発に注力するとともに、新規分野へ積極的にチャレンジし、

シェアの拡大及び新規顧客の獲得等に努めるとともに、生産性の向上や徹底的なコスト削減を推し進めてまいりま

した。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は93億23百万円(前年同期比1.7％増)となり、営業利益は10億42

百万円(前年同期比71.4％増)、経常利益は10億53百万円(前年同期比140.8％増)、親会社株主に帰属する四半期純利

益は7億47百万円(前年同期比98.2％増)となりました。

なお、事業の品目別の売上高の状況は、次のとおりであります。
　

品目の名称
前第１四半期連結累計期間

(百万円)

当第１四半期連結累計期間

(百万円)
前年同期比(％)

収納・インテリア用品 1,159 1,145 △1.1

サニタリー用品 1,518 1,469 △3.2

洗濯用品 719 668 △7.2

清掃用品 1,503 1,554 ＋3.4

キッチン用品 1,210 1,197 △1.1

ベビー・キッズ用品 1,360 1,396 ＋2.6

その他 1,694 1,891 ＋11.6

合計 9,167 9,323 ＋1.7

　

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ79億26百万円増加し、451億73百万円とな

りました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ75億77百万円増加し、321億10百万円となりました。主な増加は、現金及び

預金の増加73億32百万円、受取手形及び売掛金の増加7億21百万円であり、主な減少は、商品及び製品の減少3億27

百万円であります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ3億48百万円増加し、130億62百万円となりました。これは主に、投資有価

証券の増加等による投資その他の資産の増加2億36百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ73億51百万円増加し、199億83百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ7億35百万円減少し、28億73百万円となりました。これは主に、未払消費税

の減少等によるその他の減少4億75百万円、未払法人税等の減少2億85百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ80億86百万円増加し、171億9百万円となりました。これは主に、中長期的

な設備投資等の資金需要に備え低金利状況下において資金調達したことによる長期借入金の増加79億97百万円によ

るものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ5億75百万円増加し、251億90百万円となりました。これは主に、利益剰余金

の増加4億84百万円によるものであります。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の業績予想につきましては、平成29年５月８日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び

通期の業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,288 18,620

受取手形及び売掛金 5,847 6,569

商品及び製品 5,106 4,779

仕掛品 234 252

原材料及び貯蔵品 1,043 1,072

その他 1,012 828

貸倒引当金 △1 △12

流動資産合計 24,532 32,110

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,618 3,549

その他（純額） 4,863 5,059

有形固定資産合計 8,482 8,608

無形固定資産

その他 378 364

無形固定資産合計 378 364

投資その他の資産

投資有価証券 3,084 3,338

その他 769 752

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,853 4,090

固定資産合計 12,714 13,062

資産合計 37,246 45,173
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 962 1,132

短期借入金 82 74

1年内返済予定の長期借入金 53 31

未払法人税等 562 277

賞与引当金 263 148

その他 1,684 1,208

流動負債合計 3,609 2,873

固定負債

長期借入金 6,955 14,952

株式給付引当金 95 127

退職給付に係る負債 380 377

資産除去債務 35 34

その他 1,556 1,616

固定負債合計 9,022 17,109

負債合計 12,631 19,983

純資産の部

株主資本

資本金 5,491 5,491

資本剰余金 7,033 7,033

利益剰余金 10,833 11,318

自己株式 △1,043 △1,043

株主資本合計 22,314 22,799

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,258 1,436

繰延ヘッジ損益 4 ―

為替換算調整勘定 732 625

退職給付に係る調整累計額 △15 △12

その他の包括利益累計額合計 1,979 2,049

新株予約権 173 173

非支配株主持分 146 167

純資産合計 24,615 25,190

負債純資産合計 37,246 45,173
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 9,167 9,323

売上原価 6,469 6,085

売上総利益 2,697 3,238

販売費及び一般管理費 2,089 2,195

営業利益 608 1,042

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 21 26

為替差益 22 ―

その他 9 13

営業外収益合計 53 41

営業外費用

支払利息 17 13

デリバティブ評価損 177 8

為替差損 ― 5

その他 29 2

営業外費用合計 224 30

経常利益 437 1,053

特別利益

為替換算調整勘定取崩益 169 ―

特別利益合計 169 ―

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 606 1,053

法人税、住民税及び事業税 20 204

法人税等調整額 207 78

法人税等合計 228 283

四半期純利益 378 769

非支配株主に帰属する四半期純利益 1 22

親会社株主に帰属する四半期純利益 376 747
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 378 769

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 88 178

繰延ヘッジ損益 △2 △6

為替換算調整勘定 △395 △106

退職給付に係る調整額 2 2

その他の包括利益合計 △308 67

四半期包括利益 69 837

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 69 816

非支配株主に係る四半期包括利益 0 21
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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