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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 7,838 △2.3 183 △37.0 118 △45.7 79 △16.1

23年3月期第2四半期 8,023 △4.9 290 △13.0 217 △16.8 94 △31.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 144百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △132百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 4.90 ―

23年3月期第2四半期 5.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 14,805 4,818 27.3
23年3月期 14,330 4,826 28.4

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  4,039百万円 23年3月期  4,074百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
24年3月期 ― 2.50

24年3月期（予想） ― 2.50 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 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 15,000 △3.1 450 0.9 250 △16.1 100 △17.4 6.00



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、四半期財務諸表に対する
レビュー手続は終了しております。 

※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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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。 
 なお、業績予測に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 17,768,203 株 23年3月期 17,768,203 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,912,686 株 23年3月期 2,031,128 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 15,416,017 株 23年3月期2Q 15,738,032 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災により落ち込んだ生産活動に回復の動きが見られたも

のの、電力供給の制約や原発事故の影響拡大に加え、欧米の信用力低下に伴う歴史的な円高の進行で、輸出の減

少・利益の縮小が懸念される先行き不透明な状況で推移いたしました。 

パッケージ業界におきましても、将来に対する不安から消費者の節約志向が続き、国内市場が縮小傾向にある

中、震災による消費マインドの冷え込みで包材需要が一段と落ち込む等、受注環境は大変厳しい状況が続いており

ます。 

このような中、当社グループは、「包装を通じて社会に奉仕します」の社是に則り、得意先への取引深耕に努

める一方、市場のニーズを的確に捉え、狙いの市場での受注競争に勝ち抜くために積極的な営業活動を展開してま

いりました。 

 その結果、売上高は 7,838百万円(対前年同期比 2.3%減)、営業利益は 183百万円(対前年同期比 37.0%減)、経

常利益は 118百万円(対前年同期比 45.7%減)、四半期純利益は 79百万円(対前年同期比 16.1%減)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 474百万円増加し 14,805百万円となりまし

た。これは、主に流動資産の増加によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ 482百万円増加し 9,987百万円となりました。

これは、主に支払手形及び買掛金の増加によるものであります。   

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 8百万円減少し 4,818百万円となりました。

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の国内経済は、東日本大震災の影響による経済活動の停滞や冬場に向けた電力使用制限等により、依然とし

て不透明な状況が続くものと思われますが、当社グループは、受注環境が厳しい中にあっても利益が確保できるよ

う、生産技術の更なる向上と徹底したコスト切り下げに努め、通期目標を達成する所存であります。 

 このような状況を踏まえ、平成23年５月13日に公表しました連結業績予想から変更しておりません。 

  

  

（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。 

  

（追加情報） 

 第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 983 892

受取手形及び売掛金 3,798 4,159

商品及び製品 715 771

仕掛品 319 324

原材料及び貯蔵品 258 402

その他 459 557

貸倒引当金 △11 △11

流動資産合計 6,520 7,095

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,142 1,994

土地 1,689 1,689

その他（純額） 1,569 1,605

有形固定資産合計 5,400 5,288

無形固定資産 72 70

投資その他の資産   

投資有価証券 1,357 1,374

その他 991 989

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産 2,331 2,346

固定資産合計 7,803 7,704

繰延資産   

社債発行費 7 6

繰延資産合計 7 6

資産合計 14,330 14,805



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,182 3,630

短期借入金 1,839 1,750

1年内返済予定の長期借入金 799 824

未払法人税等 45 43

賞与引当金 2 63

その他 902 846

流動負債合計 6,769 7,156

固定負債   

社債 700 700

長期借入金 1,441 1,559

退職給付引当金 416 415

役員退職慰労引当金 146 128

資産除去債務 3 3

その他 30 26

固定負債合計 2,735 2,831

負債合計 9,504 9,987

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,151 2,151

資本剰余金 1,383 1,383

利益剰余金 1,029 1,060

自己株式 △238 △341

株主資本合計 4,325 4,252

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △129 △112

為替換算調整勘定 △123 △101

その他の包括利益累計額合計 △251 △214

少数株主持分 752 779

純資産合計 4,826 4,818

負債純資産合計 14,330 14,805



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 8,023 7,838

売上原価 6,688 6,559

売上総利益 1,336 1,278

販売費及び一般管理費 1,046 1,096

営業利益 290 183

営業外収益   

受取利息 7 5

受取配当金 18 20

その他 13 15

営業外収益合計 38 40

営業外費用   

支払利息 38 38

為替差損 8 8

その他 65 58

営業外費用合計 111 104

経常利益 217 118

特別損失   

投資有価証券評価損 57 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1 －

特別損失合計 58 －

税金等調整前四半期純利益 159 118

法人税、住民税及び事業税 76 59

法人税等調整額 △37 △36

法人税等合計 39 23

少数株主損益調整前四半期純利益 120 95

少数株主利益 26 17

四半期純利益 94 79



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 120 95

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △168 16

為替換算調整勘定 △83 32

その他の包括利益合計 △252 49

四半期包括利益 △132 144

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △130 116

少数株主に係る四半期包括利益 △2 27



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 159 118

減価償却費 304 313

受取利息及び受取配当金 △25 △24

支払利息 38 38

投資有価証券評価損益（△は益） 57 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1 －

売上債権の増減額（△は増加） △389 △369

たな卸資産の増減額（△は増加） 85 △192

仕入債務の増減額（△は減少） △9 454

その他 △76 △10

小計 145 328

利息及び配当金の受取額 30 26

利息の支払額 △41 △40

法人税等の支払額 △122 △57

営業活動によるキャッシュ・フロー 12 257

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 △28 △15

定期預金の払戻による収入 188 114

有形固定資産の取得による支出 △249 △186

有形固定資産の売却による収入 1 0

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 0 －

その他 △26 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △115 △92

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △223 △150

長期借入れによる収入 600 600

長期借入金の返済による支出 △463 △457

社債の発行による収入 400 －

社債の償還による支出 △300 －

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △104

配当金の支払額 △39 △39

少数株主への配当金の支払額 △46 △32

その他 △0 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △72 △186

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △189 △4

現金及び現金同等物の期首残高 1,217 822

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増加額

－ 10

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,028 827



 該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

１．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：百万円）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（単位：百万円）

 （注） その他の調整額は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．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：百万円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（単位：百万円）

 （注） その他の調整額は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  日本 中国 合計

売上高                  

(1）外部顧客への売上高  6,945  1,078  8,023

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  421  421

計  6,945  1,499  8,445

セグメント利益  230  154  384

利益 金額 

報告セグメント計  384

セグメント間取引消去  20

その他の調整額  △114

四半期連結損益計算書の営業利益  290

  日本 中国 合計

売上高                  

(1）外部顧客への売上高  6,532  1,306  7,838

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  323  323

計  6,532  1,628  8,160

セグメント利益  180  117  297

利益 金額 

報告セグメント計  297

セグメント間取引消去  14

その他の調整額  △128

四半期連結損益計算書の営業利益  183



  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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