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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第３四半期 28,002 9.3 3,191 215.0 3,018 194.3 2,092 323.1

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

(注)包括利益 29年３月期第３四半期 1,635百万円 ( 298.4％) 28年３月期第３四半期 410百万円 (△47.8％)

　

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

29年３月期第３四半期 237.82 236.42

28年３月期第３四半期 56.21 －
　

（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 ％

29年３月期第３四半期 35,982 24,142 66.2

28年３月期 33,901 22,695 66.7

(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 23,824百万円 28年３月期 22,597百万円

　

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

28年３月期 － 20.00 － 20.00 40.00

29年３月期 － 20.00 －

29年３月期(予想) 26.00 46.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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 37,400 10.3 3,200 290.8 3,000 336.4 2,000 234.2 227.27

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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 ： 有

　 (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 1社 (社名 利克(寧波)日用品有限公司)

(注)詳細は、添付資料３ページ「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

（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 ： 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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

　 (注)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」をご覧ください。

（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) 29年３月期３Ｑ 9,541,335株 28年３月期 9,541,335株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 741,640株 28年3月期 741,548株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 8,799,759株 28年３月期３Ｑ 8,799,415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緩やか

な回復基調が続いておりますが、海外経済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実質可処分所得は伸び悩み、先

行きの景気等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

約志向は引き続き強く、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し、国内外のシェア及び新規顧客の獲得に努めると

ともに、コスト削減、グループ内工場の改廃による生産性の向上や新規調達ルートの開拓等を中心とした収益構造

の改善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280億2百万円(前年同期比9.3％増)となり、営業利益は31億91

百万円(前年同期比215.0％増)、経常利益は30億18百万円(前年同期比194.3％増)、連結子会社を連結除外したこと

による特別利益が発生したこと等から親会社株主に帰属する四半期純利益は20億92百万円(前年同期比323.1％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 2,891 3,042 ＋5.2

サニタリー用品 4,353 4,646 ＋6.7

洗濯用品 1,922 1,986 ＋3.3

清掃用品 5,243 5,733 ＋9.3

キッチン用品 3,185 3,499 ＋9.8

ベビー・キッズ用品 3,545 3,913 ＋10.4

その他 4,473 5,182 ＋15.8

合計 25,616 28,002 ＋9.3

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

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20億81百万円増加し、359億82百万円とな

りました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ29億13百万円増加し、232億23百万円となりました。主な増加は、現金及び

預金の増加27億47百万円、受取手形及び売掛金の増加16億48百万円であり、主な減少は、商品及び製品の減少8億21

百万円、前渡金の減少等によるその他の減少5億34百万円であります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ8億32百万円減少し、127億58百万円となりました。これは主に、有形固定

資産の減少5億90百万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6億34百万円増加し、118億40百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ3億80百万円減少し、66億72百万円となりました。主な増加は、未払法人税

等の増加3億67百万円であり、主な減少は、1年内返済予定の長期借入金の減少4億99百万円、短期借入金の減少2億

50百万円、支払手形及び買掛金の減少2億39百万円であります。

固定負債は、前連結会計年度に比べ10億15百万円増加し、51億68百万円となりました。これは主に、長期借入金

の増加7億99百万円によるものであります。なお、役員退職慰労金制度を廃止したことにより、前連結会計年度末に

おいて役員退職慰労引当金に計上されていた5億16百万円をその他に振替しております。

純資産は、前連結会計年度末に比べ14億46百万円増加し、241億42百万円となりました。主な増加は、利益剰余金

の増加17億30百万円であり、主な減少は、為替換算調整勘定の減少等によるその他の包括利益累計額の減少5億3百

万円であります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の連結業績予想等につきましては、平成28年11月４日に公表しました業績予想及び配当予想を修正

しております。詳細につきましては、本日(平成29年２月３日)公表の「業績予想の修正、配当方針の変更及び配当予

想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

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

第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社でありました利克(寧波)日用品有限公司の全出資持分を譲

渡したため連結の範囲から除外しております。

（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

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報

告第32号 平成28年６月17日)を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、これによる当第３四半期連結累計

期間の四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。

（４）追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日)を第１四半

期連結会計期間から適用しております。

(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、261

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28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,877 8,625

受取手形及び売掛金 4,938 6,586

商品及び製品 6,531 5,710

仕掛品 335 215

原材料及び貯蔵品 1,009 999

その他 1,630 1,095

貸倒引当金 △12 △9

流動資産合計 20,310 23,223

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,960 3,623

その他（純額） 5,324 5,070

有形固定資産合計 9,285 8,694

無形固定資産

その他 420 381

無形固定資産合計 420 381

投資その他の資産

投資有価証券 2,414 2,693

その他 1,470 990

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,885 3,683

固定資産合計 13,591 12,758

資産合計 33,901 35,982
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,453 1,213

短期借入金 747 497

1年内返済予定の長期借入金 3,352 2,853

未払法人税等 97 465

賞与引当金 274 141

その他 1,126 1,500

流動負債合計 7,052 6,672

固定負債

長期借入金 2,358 3,158

役員退職慰労引当金 516 ―

株式給付引当金 63 95

退職給付に係る負債 390 378

資産除去債務 34 35

その他 788 1,501

固定負債合計 4,152 5,168

負債合計 11,205 11,840

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 9,059 10,789

自己株式 △1,043 △1,043

株主資本合計 20,540 22,270

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 831 1,128

繰延ヘッジ損益 ― 7

為替換算調整勘定 1,244 430

退職給付に係る調整累計額 △19 △13

その他の包括利益累計額合計 2,056 1,553

新株予約権 ― 173

非支配株主持分 98 144

純資産合計 22,695 24,142

負債純資産合計 33,901 35,982
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 25,616 28,002

売上原価 18,585 18,398

売上総利益 7,030 9,604

販売費及び一般管理費 6,017 6,413

営業利益 1,013 3,191

営業外収益

受取利息 7 14

受取配当金 35 38

為替差益 205 ―

その他 50 37

営業外収益合計 300 90

営業外費用

支払利息 52 49

デリバティブ評価損 204 92

為替差損 ― 56

支払保証料 2 2

その他 28 63

営業外費用合計 287 263

経常利益 1,025 3,018

特別利益

為替換算調整勘定取崩益 53 169

特別利益合計 53 169

特別損失

減損損失 131 ―

固定資産除却損 12 0

特別損失合計 144 0

税金等調整前四半期純利益 934 3,187

法人税、住民税及び事業税 313 561

法人税等調整額 120 488

法人税等合計 433 1,050

四半期純利益 501 2,136

非支配株主に帰属する四半期純利益 6 43

親会社株主に帰属する四半期純利益 494 2,092
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 501 2,136

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 79 296

繰延ヘッジ損益 △44 9

為替換算調整勘定 △126 △813

退職給付に係る調整額 0 6

その他の包括利益合計 △90 △500

四半期包括利益 410 1,635

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 403 1,589

非支配株主に係る四半期包括利益 6 46
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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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