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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3月期第3四半期 19,492 △0.8 1,062 △34.6 1,254 △17.9 632 △33.4
24年3月期第3四半期 19,639 16.3 1,624 △3.3 1,528 △15.8 949 △2.9

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 591百万円 （△43.7％） 24年3月期第3四半期 1,052百万円 （32.0％）

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3月期第3四半期 72.09 ―
24年3月期第3四半期 126.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 30,148 21,807 72.1
24年3月期 28,465 20,517 71.9
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  21,739百万円 24年3月期  20,458百万円

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3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
25年3月期 ― 20.00 ―
25年3月期（予想） 20.00 40.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 25,700 3.4 1,400 △9.6 1,300 △21.5 630 △27.9 70.37



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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・平成24年10月18日を払込期日とする第三者割当増資により普通株式1,000,000株を発行しております。平成25年3月期の業績予想に記載の通期の１株当たり
当期純利益は、上記第三者割当増資による株式の増加を含めて算出される期中平均株式数8,952,542株により計算しております。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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3月期3Q 9,541,335 株 24年3月期 8,541,335 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 40,848 株 24年3月期 40,848 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 8,773,214 株 24年3月期3Q 7,498,505 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景として緩や

かに回復しつつあるものの、欧州政府債務危機問題・アメリカにおける財政問題及びそれらを背景とし

た海外景気の下振れリスク等から、先行き不透明な状況で推移いたしました。  

当グループの属する日用品業界におきましては、厳しい景況感を背景に節約志向や価格訴求によるデ

フレ状況が続いており、また天候要因等により季節用品の販売が低調であったことや東日本大震災後に

増加しておりました節電対策品等に対する需要が一巡したこと等、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、当業界のリーディングメーカーとして競合他社を圧倒する新

製品提案及びそれらの拡販により更なるシェアの獲得・国内外における販路の拡大を図るとともに、引

き続き内製化を推進し価格競争力及び製品供給体制の強化や商材の拡充等に努めてまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は194億92百万円(前年同期比0.8％減)となり、営業

利益は10億62百万円(前年同期比34.6％減)、デリバティブ評価益を計上したこと等から経常利益は12億

54百万円(前年同期比17.9％減)、当期純利益は6億32百万円(前年同期比33.4％減)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。 

  

 
  

当第３四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16億83百万円増加し、301億

48百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ5億75百万円増加し、181億99百万円となりました。主な増加

は、現金及び預金の増加10億89百万円、固定資産からの振替による有価証券の増加2億1百万円、受取手

形及び売掛金の増加1億72百万円であり、主な減少は、商品及び製品の減少5億37百万円、前渡金の減少

等によるその他の減少2億74百万円、原材料及び貯蔵品の減少1億31百万円であります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ11億7百万円増加し、119億49百万円となりました。これは主

に、物流倉庫の建設等による有形固定資産の増加9億9百万円及び投資有価証券の増加等による投資その

他の資産の増加2億51百万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3億93百万円増加し、83億41百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ2億7百万円増加し、28億27百万円となりました。主な増加は、

未払金の増加等によるその他の増加1億79百万円、支払手形及び買掛金の増加90百万円であり、主な減

少は、賞与引当金の減少1億28百万円であります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ1億85百万円増加し、55億13百万円となりました。主な増加

は、長期借入金の増加4億57百万円であり、主な減少は、社債の減少2億26百万円であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

品目の名称
前第３四半期連結累計期間  

(百万円)

当第３四半期連結累計期間 

(百万円)
前年同期比(％)

収納・インテリア用品 2,844 2,788 △2.0

サニタリー用品 3,868 3,737 △3.4

洗濯用品 2,011 1,957 △2.7

清掃用品 2,613 2,906 ＋11.2

キッチン用品 2,547 2,515 △1.3

ベビー・キッズ用品 1,718 2,103 ＋22.4

その他 4,036 3,482 △13.7

合計 19,639 19,492 △0.8

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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純資産は、前連結会計年度末に比べ12億89百万円増加し、218億7百万円となりました。これは主に、

新株式発行による資本金の増加5億19百万円及び資本剰余金の増加5億19百万円、利益剰余金の増加2億

92百万円によるものであります。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年10月29日に公表いたしました通期の業績予想に

変更はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

これによる、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（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）
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,861 6,951

受取手形及び売掛金 4,037 4,209

有価証券 100 301

商品及び製品 5,017 4,480

仕掛品 203 258

原材料及び貯蔵品 838 707

その他 1,569 1,294

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 17,624 18,199

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,925 4,006

その他（純額） 4,541 4,369

有形固定資産合計 7,466 8,375

無形固定資産

のれん 167 95

その他 176 195

無形固定資産合計 344 291

投資その他の資産

投資有価証券 2,424 2,664

その他 641 653

貸倒引当金 △35 △35

投資その他の資産合計 3,030 3,281

固定資産合計 10,841 11,949

資産合計 28,465 30,148
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 515 606

短期借入金 82 136

未払法人税等 261 272

賞与引当金 284 155

その他 1,476 1,656

流動負債合計 2,620 2,827

固定負債

社債 712 486

長期借入金 3,714 4,171

退職給付引当金 343 332

役員退職慰労引当金 317 337

資産除去債務 35 35

負ののれん 190 133

その他 14 17

固定負債合計 5,327 5,513

負債合計 7,947 8,341

純資産の部

株主資本

資本金 4,972 5,491

資本剰余金 6,590 7,109

利益剰余金 9,103 9,395

自己株式 △226 △226

株主資本合計 20,439 21,769

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 267 219

繰延ヘッジ損益 △6 4

為替換算調整勘定 △241 △255

その他の包括利益累計額合計 18 △30

少数株主持分 59 68

純資産合計 20,517 21,807

負債純資産合計 28,465 30,148
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 19,639 19,492

売上原価 11,959 12,445

売上総利益 7,680 7,046

販売費及び一般管理費 6,056 5,983

営業利益 1,624 1,062

営業外収益

受取利息 8 12

受取配当金 24 28

負ののれん償却額 65 57

デリバティブ評価益 － 164

助成金収入 40 9

その他 48 59

営業外収益合計 187 330

営業外費用

支払利息 17 37

デリバティブ評価損 225 －

為替差損 21 70

支払保証料 4 3

その他 14 27

営業外費用合計 283 139

経常利益 1,528 1,254

特別利益

投資有価証券売却益 － 12

特別利益合計 － 12

特別損失

固定資産除却損 39 6

投資有価証券評価損 5 5

会員権評価損 1 －

特別損失合計 47 12

税金等調整前四半期純利益 1,480 1,255

法人税、住民税及び事業税 495 555

法人税等調整額 35 59

法人税等合計 531 614

少数株主損益調整前四半期純利益 949 640

少数株主利益 － 8

四半期純利益 949 632
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 949 640

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 201 △47

繰延ヘッジ損益 △26 11

為替換算調整勘定 △72 △13

その他の包括利益合計 102 △48

四半期包括利益 1,052 591

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,052 583

少数株主に係る四半期包括利益 － 8
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成24年10月18日を払込期日とする第三者割当増資を実施いたしました。この結果、当第３

四半期連結累計期間において資本金が5億19百万円、資本準備金が5億19百万円増加し、当第３四半期連

結会計期間末において資本金が54億91百万円、資本剰余金が71億9百万円となっております。 

（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
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