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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次

第172期

第３四半期

累計期間

第173期

第３四半期

累計期間

第172期

会計期間

自 平成24年

 　６月１日

至 平成25年

　 ２月28日

自 平成25年

 　６月１日

至 平成26年

　 ２月28日

自 平成24年

　 ６月１日

至 平成25年

 　５月31日

売上高(千円) 6,598,275 6,259,906 8,690,592

経常利益(千円) 469,704 146,583 530,877

四半期(当期)純利益(千円) 309,777 88,532 361,605

持分法を適用した場合の投資利益(千円) － － －

資本金(千円) 821,070 821,070 821,070

発行済株式総数(株) 7,000,000 7,000,000 7,000,000

純資産額(千円) 7,331,988 7,433,758 7,428,077

総資産額(千円) 10,572,484 10,566,953 10,862,434

１株当たり四半期(当期)純利益金額(円) 49.61 14.85 58.52

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額(円) － － －

１株当たり配当額(円) 6.00 6.00 12.00

自己資本比率(％) 69.3 70.3 68.4

　

回次

第172期

第３四半期

会計期間

第173期

第３四半期

会計期間

会計期間

自 平成24年

 　12月１日

至 平成25年

　 ２月28日

自 平成25年

 　12月１日

至 平成26年

　 ２月28日

１株当たり四半期純利益金額(円) 15.13 0.76

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、関係会社にお

ける異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１)経営成績の分析

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、デフレ脱却と成長促進を目指すアベノミクスの始動によって、

円安・株高傾向による景況感の改善もあり、個人消費、設備投資、政府支出等の国内需要は底堅く、持ち直し傾

向を続けており、こうした動きは中小企業や地域経済にまで波及するなど、広がりをみせています。

　板紙事業におきましては、需要は引き続き弱含みであり、厳しい環境で推移しています。

　こうした状況のなか、当社は経営全般にわたるコスト低減に総力を結集する一方、需要に見合った生産レベル

の維持と適正な製品価格の実現に努めました。

　この結果、当第３四半期累計期間の売上高は6,259百万円(前年同期比5.1％減)、営業利益は115百万円(同

74.0％減)、経常利益は146百万円(同68.8％減)、四半期純利益は88百万円(同71.4％減)となりました。

　各セグメントの概況は次のとおりであります。

○板紙事業

　当事業関連では、需要が軟調に推移したなか販売数量は概ね横這いでしたが、製品価格が大きく下落した

ことにより、売上高は5,212百万円(前年同期比4.1％減)となりました。

○美粧段ボール事業

　当事業関連では、青果物関連品等が増加しましたが、通信機器関連品や医薬品関連品等が減少し、売上高

は1,046百万円(前年同期比9.8％減)となりました。

(２)財政状態の分析

　当第３四半期会計期間末の総資産は10,566百万円となり、前事業年度末に比べ295百万円減少しました。内訳

は、流動資産が139百万円の減少、固定資産が155百万円の減少であります。

　流動資産減少の主な要因は、現金及び預金114百万円の減少であります。また、固定資産減少の主な要因は、

機械及び装置121百万円の減少であります。

　負債は3,133百万円となり、前事業年度末に比べ301百万円減少しました。内訳は、流動負債が233百万円の減

少、固定負債が67百万円の減少であります。

　流動負債減少の主な要因は、未払法人税等126百万円の減少であります。また、固定負債減少の主な要因は、

役員退職慰労引当金93百万円の減少であります。

　純資産は7,433百万円となり、前事業年度末に比べ5百万円増加しました。主な要因としては利益剰余金16百万

円の増加であります。

　以上の結果、自己資本比率は前事業年度末の68.4％から70.3％となりました。

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(４)研究開発活動

当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は、14百万円であります。

なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(１)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 28,000,000

計 28,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年２月28日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年４月14日)

上場金融商品取引所名又は登
録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 7,000,000 7,000,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は1,000株
であります。

計 7,000,000 7,000,000 － －

(２)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

(３)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(４)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(５)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

平成25年12月１日～
平成26年２月28日

－ 7,000,000 － 821,070 － 734,950

(６)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(７)【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成25年11月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】
 平成26年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式  1,038,000 － 単元株式数1,000株

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,919,000 5,919 同上

単元未満株式 普通株式 　  43,000 － １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 7,000,000 － －

総株主の議決権 － 5,919 －

②【自己株式等】
 平成26年２月28日現在
所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社岡山製紙
岡山市南区浜野
１丁目４番34号

1,038,000 － 1,038,000 14.82

計 － 1,038,000 － 1,038,000 14.82

(注)当第３四半期会計期間末の自己保有株式数は1,039,452株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合は

14.84％)であります。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第63号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成25年12月１日から平成

26年２月28日まで)及び第３四半期累計期間(平成25年６月１日から平成26年２月28日まで)に係る四半期財務諸

表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
　(１)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年５月31日)

当第３四半期会計期間
(平成26年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,433,771 2,319,218

受取手形及び売掛金 3,084,263 3,171,913

商品及び製品 333,185 268,999

仕掛品 27,765 26,729

原材料及び貯蔵品 384,380 338,224

その他 173,394 172,188

貸倒引当金 △2,000 △2,000

流動資産合計 6,434,761 6,295,272

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 674,119 638,424

構築物（純額） 139,641 133,669

機械及び装置（純額） 1,769,373 1,647,947

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 10,675 17,630

土地 194,549 194,549

リース資産（純額） 25,028 21,258

建設仮勘定 18,530 37,769

有形固定資産合計 2,831,918 2,691,249

無形固定資産 5,592 4,282

投資その他の資産

投資有価証券 1,575,947 1,561,933

出資金 9,793 9,793

その他 4,422 4,422

投資その他の資産合計 1,590,162 1,576,148

固定資産合計 4,427,673 4,271,680

資産合計 10,862,434 10,566,953

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,557,577 1,677,995

未払金 370,812 256,805

未払費用 389,057 388,084

未払法人税等 130,394 4,032

その他 173,965 61,547

流動負債合計 2,621,806 2,388,464

固定負債

繰延税金負債 229,263 263,337

退職給付引当金 434,026 429,894

役員退職慰労引当金 133,360 39,386

その他 15,901 12,112

固定負債合計 812,551 744,730

負債合計 3,434,357 3,133,194
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年５月31日)

当第３四半期会計期間
(平成26年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 821,070 821,070

資本剰余金 734,950 734,950

利益剰余金 5,385,550 5,402,545

自己株式 △327,717 △328,200

株主資本合計 6,613,854 6,630,364

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 814,223 803,393

評価・換算差額等合計 814,223 803,393

純資産合計 7,428,077 7,433,758

負債純資産合計 10,862,434 10,566,953
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(２)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成25年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自　平成25年６月１日
　至　平成26年２月28日)

売上高 6,598,275 6,259,906

売上原価 5,203,914 5,214,710

売上総利益 1,394,361 1,045,196

販売費及び一般管理費 949,407 929,687

営業利益 444,953 115,508

営業外収益

受取利息 32 30

受取配当金 23,334 25,705

受取保険金 384 941

その他 3,955 6,976

営業外収益合計 27,706 33,655

営業外費用

売上割引 2,703 1,596

貯蔵品処分損 － 775

その他 251 209

営業外費用合計 2,955 2,580

経常利益 469,704 146,583

税引前四半期純利益 469,704 146,583

法人税、住民税及び事業税 196,310 7,106

法人税等調整額 △36,384 50,944

法人税等合計 159,926 58,050

四半期純利益 309,777 88,532
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【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計

期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
(自 平成24年６月１日
 至 平成25年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年６月１日
 至 平成26年２月28日)

減価償却費 216,033千円 225,187千円

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期累計期間(自　平成24年６月１日　至　平成25年２月28日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年８月30日
定時株主総会

普通株式 37,887 6 平成24年５月31日 平成24年８月31日 利益剰余金

平成25年１月４日
取締役会

普通株式 37,876 6 平成24年11月30日 平成25年２月１日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間末後とな

るもの

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期累計期間(自　平成25年６月１日　至　平成26年２月28日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年８月27日
定時株主総会

普通株式 35,770 6 平成25年５月31日 平成25年８月28日 利益剰余金

平成26年１月８日
取締役会

普通株式 35,767 6 平成25年11月30日 平成26年２月５日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間末後とな

るもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間(自　平成24年６月１日　至　平成25年２月28日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)

 
報告セグメント

合計 調整額
四半期損益
計算書計上
額(注)板紙事業

美粧段
ボール事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 5,437,354 1,160,920 6,598,275 6,598,275 － 6,598,275

セグメント間の内部
売上高又は振替高

66,146 17,515 83,661 83,661 △83,661 －

計 5,503,501 1,178,435 6,681,937 6,681,937 △83,661 6,598,275

セグメント利益 338,759 106,193 444,953 444,953 － 444,953

(注)セグメント利益は四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第３四半期累計期間(自　平成25年６月１日　至　平成26年２月28日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)

 
報告セグメント

合計 調整額
四半期損益
計算書計上
額(注)板紙事業

美粧段
ボール事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 5,212,928 1,046,977 6,259,906 6,259,906 － 6,259,906

セグメント間の内部
売上高又は振替高

45,895 15,596 61,492 61,492 △61,492 －

計 5,258,824 1,062,574 6,321,398 6,321,398 △61,492 6,259,906

セグメント利益 71,074 44,434 115,508 115,508 － 115,508

(注)セグメント利益は四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期累計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成25年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自　平成25年６月１日
　至　平成26年２月28日)

１株当たり四半期純利益金額 49円61銭 14円85銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 309,777 88,532

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 309,777 88,532

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,243 5,961

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２【その他】

平成26年１月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ)中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・35,767千円

(ロ)１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６円00銭

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・・・・平成26年２月５日

(注)平成25年11月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

   平成26年３月28日

株式会社岡山製紙    

 取締役会 御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小山　謙司　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 越智　慶太　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社岡山製

紙の平成25年６月１日から平成26年５月31日までの第173期事業年度の第３四半期会計期間(平成25年12月１日から平成26

年２月28日まで)及び第３四半期累計期間(平成25年６月１日から平成26年２月28日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社岡山製紙の平成26年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

(注)１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

　    ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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