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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177期

第３四半期
累計期間

第178期
第３四半期
累計期間

第177期

会計期間

自 平成29年
 　６月１日
至 平成30年
　 ２月28日

自 平成30年
 　６月１日
至 平成31年
　 ２月28日

自 平成29年
　 ６月１日
至 平成30年
 　５月31日

売上高 (千円) 6,731,225 7,507,427 9,070,405

経常利益 (千円) 14,987 598,068 78,792

四半期(当期)純利益 (千円) 3,484 394,818 43,961

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) 5,500,000 5,500,000 5,500,000

純資産額 (千円) 7,960,810 8,418,533 7,999,174

総資産額 (千円) 11,916,232 12,714,139 12,101,029

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 0.71 79.89 8.92

潜在株式調整後１株当たり四半期

(当期)純利益
(円) － － －

１株当たり配当額 (円) 6.00 6.00 12.00

自己資本比率 (％) 66.8 66.2 66.1

 

回次

第177期

第３四半期

会計期間

第178期

第３四半期

会計期間

会計期間

自 平成29年

 　12月１日

至 平成30年

　 ２月28日

自 平成30年

 　12月１日

至 平成31年

　 ２月28日

１株当たり四半期純利益 (円) 18.32 0.08

(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。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半

期会計期間の期首から適用しており、前第３四半期累計期間及び前事業年度に係る主要な経営指標等につ

いては、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

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【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

　なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半

期会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前

事業年度との比較・分析を行っております。

 

(１)財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の状況

　当第３四半期累計期間における経営成績については、インターネット通信販売など電子商取引の普及や好景

気を受けた活発な荷動きにより、当社の主要製品である段ボール原紙（中芯原紙）の販売は堅調で、中国向け

輸出の影響により原料古紙価格は不安定であったものの、製品価格改定が浸透したこと等から増収増益となり

ました。

 

　この結果、当第３四半期累計期間の売上高は7,507百万円(前年同四半期比11.5％増)、営業利益は555百万円

(前年同四半期は営業損失23百万円)、経常利益は598百万円(前年同四半期は経常利益14百万円)、四半期純利益

は394百万円(前年同四半期は四半期純利益３百万円)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、販売数量が前年同四半期比1.1％増加し、製品価格改定も浸透したため、売上高は

6,569百万円(前年同四半期比11.7％増)、セグメント利益は570百万円(前年同四半期はセグメント利益11百

万円)となりました。

○美粧段ボール事業

　当事業関連では、主力の通信機器関連品が順調に推移し、売上高は937百万円(前年同四半期比10.7％

増)、セグメント損失は14百万円(前年同四半期はセグメント損失35百万円)となりました。

②財政状態の状況

　当第３四半期会計期間末の総資産は12,714百万円となり、前事業年度末に比べ613百万円増加しました。内訳

は、流動資産が647百万円の増加、固定資産が34百万円の減少であります。

　流動資産増加の主な要因は、現金及び預金354百万円の増加であります。また、固定資産減少の主な要因は、

機械及び装置128百万円の減少であります。

　負債は4,295百万円となり、前事業年度末に比べ193百万円増加しました。内訳は、流動負債が158百万円の増

加、固定負債が35百万円の増加であります。

　流動負債増加の主な要因は、支払手形及び買掛金204百万円の増加であります。また、固定負債増加の主な要

因は、繰延税金負債47百万円の増加であります。

　純資産は8,418百万円となり、前事業年度末に比べ419百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金335百万

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66.1％から66.2％となりました。

(２)経営方針・経営戦略等

　当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありませ

ん。

(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、25百万円であります。

　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。

３【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社岡山製紙(E00687)

四半期報告書

 3/12



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 22,000,000

計 22,000,000

（注）平成30年８月28日開催の第177回定時株主総会において、発行可能株式総数を28,000,000株から

22,000,000株に変更する旨の定款一部変更を決議いたしました。

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31年２月28日)

提出日現在発行数(株)
(平成31年４月11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 5,500,000 5,500,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は100株
であります。

計 5,500,000 5,500,000 － －
 

(２)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の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)【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30年12月１日～
平成31年２月28日

－ 5,500,000 － 821,070 － 734,950

 
(５)【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。

(６)【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30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31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  550,800 － 単元株式数100株

完全議決権株式(その他) 普通株式 4,944,600 49,446 同上

単元未満株式 普通株式    4,600 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 5,500,000 － －

総株主の議決権 － 49,446 －
 
②【自己株式等】

平成31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

550,800 － 550,800 10.01

計 － 550,800 － 550,800 10.01

（注）当第３四半期会計期間末の自己保有株式数は550,876株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合は

10.02％)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30年12月１日から平成

31年２月28日まで)及び第３四半期累計期間(平成30年６月１日から平成31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30年５月31日)
当第３四半期会計期間
(平成31年２月28日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,944,628 3,299,069

受取手形及び売掛金 3,670,327 3,992,392

商品及び製品 338,871 417,995

仕掛品 16,600 32,328

原材料及び貯蔵品 514,749 390,065

その他 22,420 23,723

貸倒引当金 △2,000 △2,000

流動資産合計 7,505,597 8,153,575

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 456,571 429,824

構築物（純額） 103,310 98,270

機械及び装置（純額） 1,066,004 937,075

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 13,715 19,927

土地 194,549 194,549

リース資産（純額） 32,588 36,889

建設仮勘定 215 5,790

有形固定資産合計 1,866,953 1,722,326

無形固定資産 8,043 9,821

投資その他の資産   

投資有価証券 2,708,585 2,816,568

出資金 9,793 9,793

その他 2,055 2,055

投資その他の資産合計 2,720,434 2,828,417

固定資産合計 4,595,431 4,560,564

資産合計 12,101,029 12,714,139

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,158,070 2,362,680

未払金 292,958 256,573

未払費用 604,812 550,930

未払法人税等 96,307 124,754

その他 86,891 102,394

流動負債合計 3,239,040 3,397,332

固定負債   

繰延税金負債 363,540 411,146

退職給付引当金 424,582 409,759

その他 74,691 77,368

固定負債合計 862,814 898,273

負債合計 4,101,854 4,295,606
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成30年５月31日)
当第３四半期会計期間
(平成31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 738,312 744,487

利益剰余金 4,989,449 5,324,965

自己株式 △213,251 △207,786

株主資本合計 6,335,580 6,682,735

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,663,594 1,735,797

評価・換算差額等合計 1,663,594 1,735,797

純資産合計 7,999,174 8,418,533

負債純資産合計 12,101,029 12,714,139
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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29年６月１日
　至　平成30年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自　平成30年６月１日
　至　平成31年２月28日)

売上高 6,731,225 7,507,427

売上原価 5,730,103 5,905,189

売上総利益 1,001,121 1,602,238

販売費及び一般管理費 1,024,701 1,046,346

営業利益又は営業損失（△） △23,579 555,891

営業外収益   

受取配当金 36,668 41,110

その他 3,667 3,033

営業外収益合計 40,335 44,144

営業外費用   

売上割引 1,761 1,963

その他 6 3

営業外費用合計 1,768 1,967

経常利益 14,987 598,068

特別利益   

投資有価証券売却益 569 －

特別利益合計 569 －

特別損失   

固定資産除却損 － 20,753

特別損失合計 － 20,753

税引前四半期純利益 15,556 577,315

法人税、住民税及び事業税 54,042 166,518

法人税等調整額 △41,970 15,979

法人税等合計 12,072 182,497

四半期純利益 3,484 394,818
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【注記事項】

(追加情報)

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期会

計期間の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

 

(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(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29年６月１日
 至 平成30年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自 平成30年６月１日
 至 平成31年２月28日)

減価償却費 207,775千円 201,594千円
 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期累計期間(自　平成29年６月１日　至　平成30年２月28日)

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29年８月25日
定時株主総会

普通株式 29,501 6 平成29年５月31日平成29年８月28日 利益剰余金

平成30年１月10日
取締役会

普通株式 29,609 6 平成29年11月30日平成30年２月５日 利益剰余金

 
Ⅱ　当第３四半期累計期間(自　平成30年６月１日　至　平成31年２月28日)

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30年８月28日
定時株主総会

普通株式 29,607 6 平成30年５月31日平成30年８月29日 利益剰余金

平成31年１月10日
取締役会

普通株式 29,694 6 平成30年11月30日平成31年２月４日 利益剰余金

 
 

(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29年６月１日　至　平成30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 5,883,901 847,323 6,731,225 6,731,225 － 6,731,225

セグメント間の内部
売上高又は振替高

65,505 19,877 85,383 85,383 △85,383 －

計 5,949,406 867,201 6,816,608 6,816,608 △85,383 6,731,225

セグメント利益又は損
失(△)

11,462 △35,042 △23,579 △23,579 － △23,579

(注)セグメント利益又は損失(△)は四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

EDINET提出書類

株式会社岡山製紙(E00687)

四半期報告書

 9/12



Ⅱ　当第３四半期累計期間(自　平成30年６月１日　至　平成31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 6,569,590 937,836 7,507,427 7,507,427 － 7,507,427

セグメント間の内部
売上高又は振替高

88,891 20,556 109,447 109,447 △109,447 －

計 6,658,482 958,393 7,616,875 7,616,875 △109,447 7,507,427

セグメント利益又は損
失(△)

570,642 △14,750 555,891 555,891 － 555,891

(注)セグメント利益又は損失(△)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。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益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29年６月１日
　至　平成30年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自　平成30年６月１日
　至　平成31年２月28日)

１株当たり四半期純利益 0円71銭 79円89銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益(千円) 3,484 394,818

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(千円) 3,484 394,818

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,925 4,941

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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31年１月10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・・・・・・・・・・・・・・29,694千円

(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31年２月４日

(注)平成30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、支払いました。
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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31年４月８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 川合　弘泰　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉村　康弘　　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30年６月１日から平成31年５月31日までの第178期事業年度の第３四半期会計期間(平成30年12月１日から平成31

年２月28日まで)及び第３四半期累計期間(平成30年６月１日から平成31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31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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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