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1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年6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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第1四半期 4,124 1.1 89 △38.4 85 △31.6 52 △40.1
27年3月期第1四半期 4,081 △1.2 144 △2.8 124 △3.1 87 △37.3

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 21百万円 （△68.4％） 27年3月期第1四半期 68百万円 （△85.8％）

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

28年3月期第1四半期 4.26 ―
27年3月期第1四半期 5.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第1四半期 17,415 7,837 38.1
27年3月期 17,611 7,846 37.8
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 6,643百万円 27年3月期 6,652百万円

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

27年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） 2.50 ― 2.50 5.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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
親会社株主に帰属する

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

第2四半期(累計) 8,500 5.7 250 △2.3 200 △4.1 100 △27.7 8.24
通期 17,000 1.4 500 8.9 400 14.1 200 45.6 16.47



(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、添付資料Ｐ．２「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」をご覧ください。 

(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、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情
報に関する説明」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 ： 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年3月期1Q 17,768,203 株 27年3月期 17,768,203 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 5,972,050 株 27年3月期 5,972,050 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 11,796,153 株 27年3月期1Q 14,450,856 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善などにより緩やかな回復

基調がみられましたが、円安に伴う原材料価格上昇の影響や新興国経済の成長鈍化、ギリシャ債務問題など、依然

として先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況の中、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し進め、「優秀な製品」「確実な納品」「適正な価格」の造り

込みにまい進してまいりました。 

 その結果、売上高は4,124百万円(対前年同期比1.1％増)、営業利益は89百万円(対前年同期比38.4％減)、経常

利益は85百万円(対前年同期比31.6％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は 52百万円(対前年同期比40.1％

減)となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四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 196百万円減少し 17,415百万円となりまし

た。これは、主に有形固定資産 123百万円の減少等によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ 187百万円減少し 9,578百万円となりました。

これは、主に買掛金及び支払手形の減少によるものであります。 

 当第１四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 7,837百万円となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成28年３月期の業績につきましては、平成27年５月14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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（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 

      会計方針の変更 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 

平成25年９月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持

分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結

累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行っております。 
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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27年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,374 1,441

受取手形及び売掛金 4,553 4,527

商品及び製品 755 771

仕掛品 309 291

原材料及び貯蔵品 340 258

その他 187 182

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 7,514 7,466

固定資産 

有形固定資産 

機械装置及び運搬具（純額） 2,449 2,358

土地 1,689 1,689

その他（純額） 1,188 1,156

有形固定資産合計 5,326 5,203

無形固定資産 109 106

投資その他の資産 

投資有価証券 4,120 4,095

退職給付に係る資産 174 171

その他 394 395

貸倒引当金 △26 △21

投資その他の資産合計 4,662 4,640

固定資産合計 10,097 9,949

繰延資産 

社債発行費 0 0

繰延資産合計 0 0

資産合計 17,611 17,415
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 （単位：百万円）

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,545 3,407

短期借入金 1,510 1,510

1年内返済予定の長期借入金 913 878

1年内償還予定の社債 400 400

未払法人税等 58 25

賞与引当金 100 37

その他 922 1,040

流動負債合計 7,449 7,297

固定負債 

長期借入金 1,680 1,660

退職給付に係る負債 98 97

資産除去債務 3 3

その他 536 521

固定負債合計 2,316 2,281

負債合計 9,765 9,578

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 1,280 1,303

自己株式 △794 △794

株主資本合計 4,020 4,042

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 1,577 1,559

為替換算調整勘定 715 718

退職給付に係る調整累計額 340 324

その他の包括利益累計額合計 2,632 2,601

非支配株主持分 1,194 1,194

純資産合計 7,846 7,837

負債純資産合計 17,611 17,415
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（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１四半期連結累計期間） 

 （単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年６月30日) 

売上高 4,081 4,124

売上原価 3,397 3,459

売上総利益 684 665

販売費及び一般管理費 540 577

営業利益 144 89

営業外収益 

受取利息 1 3

受取配当金 18 21

その他 10 19

営業外収益合計 29 43

営業外費用 

支払利息 15 14

その他 33 33

営業外費用合計 49 47

経常利益 124 85

税金等調整前四半期純利益 124 85

法人税等 29 33

四半期純利益 95 52

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
8 △1

親会社株主に帰属する四半期純利益 87 52
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

 （単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年６月30日) 

四半期純利益 95 52

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 118 △18

為替換算調整勘定 △141 3

退職給付に係る調整額 △4 △16

その他の包括利益合計 △27 △30

四半期包括利益 68 21

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 108 21

非支配株主に係る四半期包括利益 △40 0
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（３）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） 

 該当事項はありません。 

   

   

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

 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１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年６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）

 日本 中国 合計 

売上高  

(1）外部顧客への売上高 3,206 875 4,081

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － 201 201

計 3,206 1,077 4,282

セグメント利益 130 67 197

 

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） 

利益 金額 

報告セグメント計 197

セグメント間取引消去 △0

その他の調整額 △53

四半期連結損益計算書の営業利益 144

 （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。 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年６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）

 日本 中国 合計 

売上高  

(1）外部顧客への売上高 3,095 1,029 4,124

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － 217 217

計 3,095 1,247 4,342

セグメント利益 107 28 135

 

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） 

利益 金額 

報告セグメント計 135

セグメント間取引消去 0

その他の調整額 △47

四半期連結損益計算書の営業利益 89

 （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。 

 


