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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 8,288 6.5 253 1.3 198 12.6 177 87.4
25年3月期第2四半期 7,782 △0.7 250 36.8 176 49.1 94 20.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 619百万円 （254.3％） 25年3月期第2四半期 175百万円 （21.5％）

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

26年3月期第2四半期 12.05 ―

25年3月期第2四半期 6.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 15,390 5,963 32.1
25年3月期 15,140 5,380 29.9

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  4,946百万円 25年3月期  4,521百万円

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

25年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
26年3月期 ― 2.50

26年3月期（予想） ― 2.50 5.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 16,000 0.3 530 2.7 400 0.3 200 1.0 13.42



(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、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、実際の業績等はさまざま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 
およ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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予想に関 
する説明」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   ：  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） 26年3月期2Q 17,768,203 株 25年3月期 17,768,203 株

② 期末自己株式数 26年3月期2Q 3,315,007 株 25年3月期 3,313,856 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 14,453,755 株 25年3月期2Q 14,654,748 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による金融緩和をはじめとする経済政策への期待感か

ら、円安や株高傾向に推移し景気回復の兆しが見受けられるものの、消費全般の基調は欧米の財政問題や電気料金

の値上げ、輸入品価格の値上がりによる原材料価格の上昇など先行きは依然として不透明な状況が続いておりま

す。 

 このような状況の中で、当社グループにおきましては「包装を通じて社会に奉仕します」の社是に則り、当社グ

ループ一体でお客様の環境に則した事業活動を推進するとともに、確実な品質の造り込みを進めてまいりました。

その結果、売上高は8,288百万円(対前年同期比6.5％増)、営業利益は253百万円(対前年同期比1.3％増)、経常利

益は198百万円(対前年同期比12.6％増)、四半期純利益は177百万円(対前年同期比87.4％増)となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 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251百万円増加し、15,390百万円となりまし

た。これは、主に受取手形及び売掛金で450百万円減少したものの、有形固定資産で377百万円増加、投資その他の

資産で316百万円増加したこと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333百万円減少し、9,428百万円となりました。

これは、主に社債および借入金で260百万円減少したこと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583百万円増加し、5,963百万円となりまし

た。     

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の業績につきましては、平成25年５月15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。 

   

   

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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,032 1,214

受取手形及び売掛金 4,632 4,183

商品及び製品 853 764

仕掛品 269 275

原材料及び貯蔵品 292 360

その他 406 232

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 7,482 7,025

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,872 2,032

土地 1,689 1,689

その他（純額） 1,296 1,513

有形固定資産合計 4,856 5,233

無形固定資産 93 109

投資その他の資産   

投資有価証券 1,874 2,231

その他 833 792

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産 2,704 3,020

固定資産合計 7,654 8,362

繰延資産   

社債発行費 4 3

繰延資産合計 4 3

資産合計 15,140 15,390



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,504 3,603

短期借入金 1,720 1,500

1年内返済予定の長期借入金 805 845

1年内償還予定の社債 300 －

未払法人税等 38 30

賞与引当金 112 100

その他 811 707

流動負債合計 7,291 6,786

固定負債   

社債 400 400

長期借入金 1,463 1,683

退職給付引当金 475 428

役員退職慰労引当金 97 －

資産除去債務 3 3

その他 31 127

固定負債合計 2,469 2,642

負債合計 9,760 9,428

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 1,059 1,200

自己株式 △388 △388

株主資本合計 4,205 4,346

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 246 275

為替換算調整勘定 70 326

その他の包括利益累計額合計 316 601

少数株主持分 858 1,016

純資産合計 5,380 5,963

負債純資産合計 15,140 15,390



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 7,782 8,288

売上原価 6,472 6,906

売上総利益 1,310 1,382

販売費及び一般管理費 1,060 1,129

営業利益 250 253

営業外収益   

受取利息 5 5

受取配当金 21 24

その他 16 34

営業外収益合計 41 63

営業外費用   

支払利息 34 32

その他 81 87

営業外費用合計 116 118

経常利益 176 198

特別利益   

退職給付信託一部返還に伴う影響額 － 101

特別利益合計 － 101

税金等調整前四半期純利益 176 300

法人税等 61 96

少数株主損益調整前四半期純利益 115 204

少数株主利益 21 27

四半期純利益 94 177



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 115 204

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 15 29

為替換算調整勘定 45 387

その他の包括利益合計 60 416

四半期包括利益 175 619

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 139 461

少数株主に係る四半期包括利益 36 158



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 176 300

減価償却費 272 260

受取利息及び受取配当金 △25 △29

支払利息 34 32

退職給付信託一部返還に伴う影響額 － △101

売上債権の増減額（△は増加） △262 579

たな卸資産の増減額（△は増加） 25 78

仕入債務の増減額（△は減少） 185 33

その他 33 △201

小計 438 950

利息及び配当金の受取額 25 32

利息の支払額 △37 △34

法人税等の支払額 △70 △67

営業活動によるキャッシュ・フロー 357 881

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 △102 △333

定期預金の払戻による収入 69 315

有形固定資産の取得による支出 △74 △449

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

その他 △20 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △127 △458

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） △150 △220

長期借入れによる収入 400 700

長期借入金の返済による支出 △437 △440

社債の償還による支出 － △300

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △37 △36

少数株主への配当金の支払額 △31 △54

その他 △6 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △261 △358

現金及び現金同等物に係る換算差額 12 56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19 121

現金及び現金同等物の期首残高 703 730

現金及び現金同等物の四半期末残高 685 851



 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

セグメント情報  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  6,292  1,490  7,782

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  335  335

計  6,292  1,825  8,117

セグメント利益  194  133  327

利益 金額 

報告セグメント計  327

セグメント間取引消去  22

その他の調整額  △99

四半期連結損益計算書の営業利益  250



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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。 

   

  日本 中国 合計

売上高  

(1）外部顧客への売上高  6,232  2,056  8,288

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  303  303

計  6,232  2,358  8,590

セグメント利益  196  132  329

利益 金額 

報告セグメント計  329

セグメント間取引消去  29

その他の調整額  △104

四半期連結損益計算書の営業利益  253
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