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(百万円未満切捨て)

１．平成28年3月期第２四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年9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 ％

28年3月期第２四半期 16,303 14.8 434 98.3 437 △18.5 89 △14.2

27年3月期第２四半期 14,204 8.1 219 828.3 536 182.6 104 200.9
(注)

包括利益 28年3月期第２四半期 272 百万円 ( ―％) 27年3月期第２四半期 △98 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

28年3月期第２四半期 10.17 ―

27年3月期第２四半期 11.85 ―
　

（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 ％

28年3月期第２四半期 33,979 22,833 67.0

27年3月期 32,642 22,731 69.4

(参考) 自己資本 28年3月期第２四半期 22,749 百万円 27年3月期 22,651 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

27年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

28年3月期 ― 20.00

28年3月期(予想) ― 20.00 40.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成28年3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 32,200 9.8 470 111.1 500 △46.8 230 △9.6 26.13
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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) 28年３月期２Ｑ 9,541,335株 27年３月期 9,541,335株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 741,548株 27年３月期 742,248株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 8,799,229株 27年３月期２Ｑ 8,799,087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連結財務諸表に対する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、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３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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀による金融政策等を背景に景気は

緩やかな回復基調で推移したものの、アジア新興国をはじめとする国外景気の下振れリスク等、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、円安等による物価上昇の影響から、消費者の日用品等生活必需

品に対する低価格・節約志向が根強く残る一方で、円安等により調達コストは増大しており、依然として経営環境

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、キャラクター製品やアイデア製品を中心に競争力のある新製品開発に継

続して注力し、シェアの獲得及び収益性の改善に努めるとともに、国外市場における新規顧客獲得・販路拡大に努

めてまいりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は163億3百万円(前年同期比14.8％増)となり、営業利益は4億34

百万円(前年同期比98.3％増)、経常利益は4億37百万円(前年同期比18.5％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益

は89百万円(前年同期比14.2％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。

品目の名称
前第２四半期連結累計期間

(百万円)

当第２四半期連結累計期間

(百万円)
前年同期比(％)

収納・インテリア用品 1,982 2,032 ＋2.6

サニタリー用品 2,576 2,650 ＋2.9

洗濯用品 1,192 1,248 ＋4.7

清掃用品 2,386 2,778 ＋16.4

キッチン用品 1,840 2,175 ＋18.2

ベビー・キッズ用品 1,931 2,391 ＋23.8

その他 2,294 3,026 ＋31.9

合計 14,204 16,303 ＋14.8

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

当第２四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13億36百万円増加し、339億79百万円とな

りました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ12億32百万円増加し、202億26百万円となりました。主な増加は、受取手形

及び売掛金の増加17億39百万円及び商品及び製品の増加4億34百万円であり、主な減少は、現金及び預金の減少7億

76百万円及び為替予約の減少等によるその他の減少1億71百万円であります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ1億4百万円増加し、137億52百万円となりました。主な増加は、投資有価証

券の増加等による投資その他の資産の増加2億円であり、主な減少は建物及び構築物の減少等による有形固定資産の

減少96百万によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ12億34百万円増加し、111億45百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ8億76百万円増加し、46億63百万円となりました。主な増加は、短期借入金

の増加5億64百万円及び支払手形及び買掛金の増加4億32百万円であり、主な減少は、未払法人税等の減少1億82百万

円であります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ3億57百万円増加し、64億82百万円となりました。これは主に、長期借入金

の増加2億78百万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1億1百万円増加し、228億33百万円となりました。これは主に、その他有価証

券評価差額金の増加1億24百万円によるものであります。
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② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ7億76百万円減少し、45億85百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により減少した資金は8億99百万円となりました。これは主に、減価償却費6億23百万円、仕入債務

の増加額4億10百万円及び税金等調整前四半期純利益3億円による増加と、売上債権の増加額12億84百万円、た

な卸資産の増加額4億7百万円、法人税等の支払額3億89百万円及びその他の流動負債の減少額3億56百万円によ

る減少であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により減少した資金は5億52百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億

33百万円による減少であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により増加した資金は5億91百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入8億円による

増加と、配当金の支払額1億81百万円による減少であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成27年５月14日に公表いたしました通期業績予想に変更

はありません。
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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

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

該当事項はありません。

（４）追加情報

(表示方法の変更)

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）第39項に掲げられた定め等を第１

四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変

更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度について

は、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引について)

当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っておりま

す。

① 取引の概要

当社は、平成25年８月29日開催の取締役会において、従業員に対する新しい報酬制度として退職時に当

社株式に交換可能なポイントを付与し、株価や業績との連動性をより高め、社員の意欲や士気を高めるこ

とを目的に、株式給付信託を導入することを決議いたしました。

この導入に伴い、平成25年９月17日付で資産管理サービス信託銀行㈱(信託Ｅ口)が当社株式262千株を取

得しております。

② 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自

己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度310百万円、262

千株、当第２四半期連結会計期間末310百万円、261千株であります。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,589 4,813

受取手形及び売掛金 4,297 6,036

有価証券 100 100

商品及び製品 5,084 5,518

仕掛品 565 593

原材料及び貯蔵品 1,146 1,125

その他 2,222 2,051

貸倒引当金 △11 △12

流動資産合計 18,994 20,226

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,249 4,148

その他（純額） 5,504 5,508

有形固定資産合計 9,753 9,656

無形固定資産

その他 187 187

無形固定資産合計 187 187

投資その他の資産

投資有価証券 2,428 2,624

その他 1,279 1,284

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,707 3,907

固定資産合計 13,648 13,752

資産合計 32,642 33,979
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 947 1,379

短期借入金 159 723

1年内返済予定の長期借入金 1,042 1,042

未払法人税等 429 246

賞与引当金 254 283

その他 952 986

流動負債合計 3,786 4,663

固定負債

長期借入金 4,386 4,664

役員退職慰労引当金 394 407

株式給付引当金 32 63

退職給付に係る負債 410 404

資産除去債務 36 36

その他 864 906

固定負債合計 6,124 6,482

負債合計 9,910 11,145

純資産の部

株主資本

資本金 5,491 5,491

資本剰余金 7,030 7,030

利益剰余金 8,823 8,732

自己株式 △1,043 △1,043

株主資本合計 20,301 20,211

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 847 971

繰延ヘッジ損益 50 4

為替換算調整勘定 1,475 1,584

退職給付に係る調整累計額 △23 △23

その他の包括利益累計額合計 2,350 2,537

非支配株主持分 80 84

純資産合計 22,731 22,833

負債純資産合計 32,642 33,979
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 14,204 16,303

売上原価 10,222 11,989

売上総利益 3,981 4,314

販売費及び一般管理費 3,762 3,880

営業利益 219 434

営業外収益

受取利息 7 4

受取配当金 19 19

負ののれん償却額 38 -

デリバティブ評価益 37 -

為替差益 219 168

その他 47 23

営業外収益合計 370 216

営業外費用

支払利息 35 33

支払保証料 2 1

デリバティブ評価損 - 156

その他 15 22

営業外費用合計 52 213

経常利益 536 437

特別損失

減損損失 167 131

固定資産除却損 0 4

特別損失合計 167 136

税金等調整前四半期純利益 368 300

法人税、住民税及び事業税 330 197

法人税等調整額 △51 18

法人税等合計 279 215

四半期純利益 89 85

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △14 △4

親会社株主に帰属する四半期純利益 104 89
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 89 85

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 23 124

繰延ヘッジ損益 22 △46

為替換算調整勘定 △234 108

退職給付に係る調整額 0 0

その他の包括利益合計 △187 187

四半期包括利益 △98 272

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △85 276

非支配株主に係る四半期包括利益 △13 △4
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 368 300

減価償却費 557 623

減損損失 167 131

負ののれん償却額 △38 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △8 △6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 12

株式給付引当金の増減額（△は減少） 32 31

受取利息及び受取配当金 △27 △23

支払利息 35 33

為替差損益（△は益） △104 △64

デリバティブ評価損益（△は益） △37 156

売上債権の増減額（△は増加） △55 △1,284

たな卸資産の増減額（△は増加） △957 △407

その他の流動資産の増減額（△は増加） △85 △159

仕入債務の増減額（△は減少） 93 410

その他の流動負債の増減額（△は減少） △230 △356

その他 20 68

小計 △266 △502

利息及び配当金の受取額 34 19

利息の支払額 △34 △30

法人税等の支払額 △122 △389

その他 - 3

営業活動によるキャッシュ・フロー △388 △899

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △227 △227

定期預金の払戻による収入 227 227

有価証券の売却及び償還による収入 400 100

有形固定資産の取得による支出 △673 △633

無形固定資産の取得による支出 △2 △15

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

その他 7 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △269 △552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 193 89

短期借入金の返済による支出 △243 △39

長期借入れによる収入 - 800

長期借入金の返済による支出 △21 △21

社債の償還による支出 △156 △36

ファイナンス・リース債務の返済による支
出

△21 △19

配当金の支払額 △195 △181

財務活動によるキャッシュ・フロー △443 591

現金及び現金同等物に係る換算差額 44 84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,057 △776

現金及び現金同等物の期首残高 5,836 5,362

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,778 4,585
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（４）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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