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(百万円未満切捨て)

１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年12月31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３四半期 25,616 13.0 1,013 75.2 1,025 △21.9 494 △8.3

27年３月期第３四半期 22,675 8.4 578 158.3 1,313 88.8 539 70.6

(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 410百万円 (△47.8％) 27年３月期第３四半期 786百万円 (△30.1％)
　

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３四半期 56.21 ―

27年３月期第３四半期 61.27 ―
　

（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３四半期 35,355 22,736 64.0

27年３月期 32,642 22,731 69.4

(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 22,643百万円 　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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 8,799,415株 27年３月期３Ｑ 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３四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、中国を始めとするアジア新興国等の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、食料品の値上げの影響等から、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り消費動向が低迷する一方で、円安や人件費の上昇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、その開発スピードを加速することにより、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３四半期連結累計期間の売上高は256億16百万円(前年同期比13.0％増)となり、営業利益は10億

13百万円(前年同期比75.2％増)、経常利益は10億25百万円(前年同期比21.9％減)、親会社株主に帰属する四半期純

利益は4億94百万円(前年同期比8.3％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 2,895 2,891 △0.2

サニタリー用品 4,322 4,353 ＋0.7

洗濯用品 1,849 1,922 ＋4.0

清掃用品 4,443 5,243 ＋18.0

キッチン用品 2,816 3,185 ＋13.1

ベビー・キッズ用品 2,944 3,545 ＋20.4

その他 3,404 4,473 ＋31.4

合計 22,675 25,616 ＋13.0

（２）財政状態に関する説明

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27億12百万円増加し、353億55百万円とな

りました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ26億30百万円増加し、216億24百万円となりました。主な増加は、受取手形

及び売掛金の増加24億54百万円、商品及び製品の増加11億17百万円であり、主な減少は、現金及び預金の減少5億40

百万円、為替予約の減少等によるその他の減少3億54百万円であります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ81百万円増加し、137億30百万円となりました。主な増加は、無形固定資産

の増加2億53百万円であり、主な減少は、有形固定資産の減少2億33百万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27億7百万円増加し、126億18百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ21億50百万円増加し、59億36百万円となりました。主な増加は、短期借入

金の増加16億55百万円、支払手形及び買掛金の増加5億13百万円、未払金の増加等によるその他の増加4億42百万円

であり、主な減少は、未払法人税等の減少3億45百万円であります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ5億57百万円増加し、66億82百万円となりました。これは主に、長期借入金

の増加4億35百万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4百万円増加し、227億36百万円となりました。

（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３四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３四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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,589 5,049

受取手形及び売掛金 4,297 6,751

有価証券 100 -

商品及び製品 5,084 6,201

仕掛品 565 509

原材料及び貯蔵品 1,146 1,259

その他 2,222 1,867

貸倒引当金 △11 △14

流動資産合計 18,994 21,624

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,249 4,042

その他（純額） 5,504 5,477

有形固定資産合計 9,753 9,519

無形固定資産

その他 187 441

無形固定資産合計 187 441

投資その他の資産

投資有価証券 2,428 2,555

その他 1,279 1,215

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,707 3,769

固定資産合計 13,648 13,730

資産合計 32,642 35,355
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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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 947 1,460

短期借入金 159 1,815

1年内返済予定の長期借入金 1,042 1,042

未払法人税等 429 84

賞与引当金 254 139

その他 952 1,394

流動負債合計 3,786 5,936

固定負債

長期借入金 4,386 4,821

役員退職慰労引当金 394 413

株式給付引当金 32 63

退職給付に係る負債 410 399

資産除去債務 36 34

その他 864 949

固定負債合計 6,124 6,682

負債合計 9,910 12,618

純資産の部

株主資本

資本金 5,491 5,491

資本剰余金 7,030 7,032

利益剰余金 8,823 8,956

自己株式 △1,043 △1,043

株主資本合計 20,301 20,437

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 847 926

繰延ヘッジ損益 50 6

為替換算調整勘定 1,475 1,295

退職給付に係る調整累計額 △23 △22

その他の包括利益累計額合計 2,350 2,205

非支配株主持分 80 93

純資産合計 22,731 22,736

負債純資産合計 32,642 35,355
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 22,675 25,616

売上原価 16,303 18,585

売上総利益 6,372 7,030

販売費及び一般管理費 5,793 6,017

営業利益 578 1,013

営業外収益

受取利息 13 7

受取配当金 35 35

負ののれん償却額 38 -

デリバティブ評価益 329 -

為替差益 337 205

助成金収入 0 -

その他 77 50

営業外収益合計 831 300

営業外費用

支払利息 53 52

デリバティブ評価損 - 204

支払保証料 2 2

その他 39 28

営業外費用合計 95 287

経常利益 1,313 1,025

特別利益

関係会社清算益 - 53

特別利益合計 - 53

特別損失

減損損失 167 131

固定資産除却損 0 12

特別損失合計 167 144

税金等調整前四半期純利益 1,146 934

法人税、住民税及び事業税 585 313

法人税等調整額 8 120

法人税等合計 593 433

四半期純利益 552 501

非支配株主に帰属する四半期純利益 13 6

親会社株主に帰属する四半期純利益 539 494
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 552 501

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 81 79

繰延ヘッジ損益 70 △44

為替換算調整勘定 82 △126

退職給付に係る調整額 0 0

その他の包括利益合計 234 △90

四半期包括利益 786 410

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 773 403

非支配株主に係る四半期包括利益 13 6
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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。

決算短信 （宝印刷）  2016年02月08日 10時49分 10ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）


