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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 11,835 2.2 344 29.4 238 31.5 107 117.1
24年3月期第3四半期 11,577 △3.1 266 △23.6 181 △25.1 49 △66.4

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 185百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △18百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 6.97 ―

24年3月期第3四半期 2.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 14,785 4,758 26.8
24年3月期 14,498 4,669 27.0

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,970百万円 24年3月期  3,916百万円

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

24年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
25年3月期 ― 2.50 ―

25年3月期（予想） 2.50 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 15,400 1.4 400 65.7 250 95.3 120 ― 7.75



(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 

（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」 
をご参照ください。 

(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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参
照ください。 

※  注記事項

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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 17,768,203 株 24年3月期 17,768,203 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 3,313,856 株 24年3月期 3,113,278 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 14,632,392 株 24年3月期3Q 15,206,907 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などにより緩やかに回復傾向

が見られたものの、欧州債務危機やアジア諸国の経済成長の鈍化懸念など、依然として厳しい状況で推移いたしま

した。 

このような状況の中、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、お客様への深耕に

努め、お客様ニーズに副えるべく当社グループ一体となった取り組みを継続的に進めてまいりました。 

 その結果、売上高は 11,835百万円(対前年同期比 2.2％増)、営業利益は 344百万円(対前年同期比 29.4％

増)、経常利益は 238百万円(対前年同期比 31.5％増)、四半期純利益は 107百万円(対前年同期比 117.1％増)とな

りました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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 287百万円増加し 14,785百万円となりまし

た。これは、主に流動資産 553百万円の増加、固定資産 264百万円の減少によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ 199百万円増加し 10,027百万円となりまし

た。これは、主に支払手形及び買掛金 222百万円の増加によるものであります。 

 当第３四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 89百万円増加し 4,758百万円となりまし

た。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績につきましては、平成24年11月９日に公表しました通期の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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 926 1,225

受取手形及び売掛金 4,165 4,561

商品及び製品 742 676

仕掛品 344 269

原材料及び貯蔵品 305 320

その他 442 425

貸倒引当金 △11 △11

流動資産合計 6,913 7,466

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,929 1,975

土地 1,689 1,689

その他（純額） 1,490 1,168

有形固定資産合計 5,108 4,832

無形固定資産 75 78

投資その他の資産   

投資有価証券 1,414 1,454

その他 998 954

貸倒引当金 △16 △3

投資その他の資産合計 2,395 2,405

固定資産合計 7,579 7,315

繰延資産   

社債発行費 6 4

繰延資産合計 6 4

資産合計 14,498 14,785



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,353 3,576

短期借入金 2,050 1,850

1年内返済予定の長期借入金 797 845

1年内償還予定の社債 － 300

未払法人税等 48 34

賞与引当金 80 33

その他 742 759

流動負債合計 7,071 7,397

固定負債   

社債 700 400

長期借入金 1,443 1,643

退職給付引当金 446 464

役員退職慰労引当金 137 93

資産除去債務 3 3

その他 29 27

固定負債合計 2,758 2,630

負債合計 9,829 10,027

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 940 974

自己株式 △365 △388

株主資本合計 4,110 4,121

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △73 △35

為替換算調整勘定 △120 △115

その他の包括利益累計額合計 △193 △151

少数株主持分 753 788

純資産合計 4,669 4,758

負債純資産合計 14,498 14,785



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 11,577 11,835

売上原価 9,687 9,873

売上総利益 1,890 1,962

販売費及び一般管理費 1,624 1,618

営業利益 266 344

営業外収益   

受取利息 7 6

受取配当金 22 34

その他 30 26

営業外収益合計 59 67

営業外費用   

支払利息 55 51

その他 90 122

営業外費用合計 144 173

経常利益 181 238

税金等調整前四半期純利益 181 238

法人税等 105 97

少数株主損益調整前四半期純利益 76 141

少数株主利益 27 33

四半期純利益 49 107



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 76 141

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41 38

為替換算調整勘定 △53 6

その他の包括利益合計 △94 44

四半期包括利益 △18 185

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △28 150

少数株主に係る四半期包括利益 10 35



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（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  9,627  1,950  11,577

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  474  474

計  9,627  2,424  12,051

セグメント利益  273  158  431

利益 金額 

報告セグメント計  431

セグメント間取引消去  26

その他の調整額  △191

四半期連結損益計算書の営業利益  266



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 至平成24年12月31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。 

  

  

  日本 中国 合計

売上高                  

(1）外部顧客への売上高  9,559  2,276  11,835

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  474  474

計  9,559  2,750  12,310

セグメント利益  280  183  463

利益 金額 

報告セグメント計  463

セグメント間取引消去  33

その他の調整額  △152

四半期連結損益計算書の営業利益  344
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