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1.  平成25年11月期第1四半期の連結業績（平成24年12月1日～平成25年2月28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11月期第1四半期 2,883 △17.0 △17 ― 114 ― 128 ―
24年11月期第1四半期 3,473 △0.0 △106 ― △50 ― △9 ―

（注）包括利益 25年11月期第1四半期 689百万円 （539.8％） 24年11月期第1四半期 107百万円 （―％）

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11月期第1四半期 6.75 ―
24年11月期第1四半期 △0.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年11月期第1四半期 16,241 9,484 57.8 491.95
24年11月期 15,706 8,842 55.8 459.02
（参考） 自己資本   25年11月期第1四半期  9,392百万円 24年11月期  8,763百万円

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11月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年11月期 ―
25年11月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3. 平成25年11月期の連結業績予想（平成24年12月 1日～平成25年11月30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  
（注）当社は年次での業務管理を行っておりますので、第２四半期（累計）の連結業績予想の記載を省略しております。詳細は、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決
算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 17,000 △1.4 250 22.3 200 △1.3 100 278.5 5.24
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(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※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及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、実際の業績等は様々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及び業
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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ
さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 25年11月期1Q 19,354,596 株 24年11月期 19,354,596 株
② 期末自己株式数 25年11月期1Q 262,879 株 24年11月期 262,859 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期1Q 19,091,735 株 24年11月期1Q 19,091,777 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成24年12月１日～平成25年２月28日）におけるわが国経済は、昨年度末に発足し

た新政権下での大胆な金融緩和をはじめとする経済成長戦略への期待感から、円安・株高が進行する等、景況感に

明るい兆しが見られたものの、海外景気は欧州債務問題や新興国の景気鈍化が続く等、依然として不透明な状況で

推移いたしました。 

このような市場環境の下、当社グループは、高収益事業に経営資源を集中し、継続的なコストコントロールを実

施することで収益力の改善に取り組んでまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,883百万円（前年同四半期比17.0％減）、営業損益は17百万

円の損失（前年同四半期は106百万円の損失）、経常損益は114百万円の利益（前年同四半期は50百万円の損失）、

四半期純損益は128百万円の利益（前年同四半期は９百万円の損失）となりました。 

  

（商社事業） 

商社事業については、映像・メディア等のパッケージ販売から撤退した影響により前年同四半期に比べ売上高は

減少いたしましたが、コスト削減に取り組んだことにより収益力が改善いたしました。 

  

（プリフォーム事業） 

プリフォーム事業については、中国の景気減速による消費低迷の影響により、中国国内飲料メーカー向けのプリ

フォーム販売は苦戦したものの、日本国内飲料メーカー向けのプリフォーム販売が増加し前年同四半期に比べ赤字

幅が縮小いたしました。 

  

（その他の事業） 

その他の事業については、企業間の競争が激化する中、輸送用リサイクルプラスチックパレットの販売単価が下

落したことにより前年同四半期に比べ売上高が減少いたしました。このような状況下、収益力の改善に向けて抜本

的なコスト構造改革に取り組んでおります。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は8,192百万円となり、前連結会計年度末に比べ143百万円減少い

たしました。これは主に、現金及び預金、商品及び製品が増加したものの、受取手形及び売掛金が減少したことに

よるものであります。固定資産は8,048百万円となり、前連結会計年度末に比べ677百万円増加いたしました。これ

は主に、有形固定資産が増加したことによるものであります。 

その結果、総資産は16,241百万円となり、前連結会計年度末に比べ534百万円増加いたしました。 

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は5,537百万円となり、前連結会計年度末に比べ50百万円増加い

たしました。これは主に、未払費用、未払金が減少したものの、前受金が増加したことによるものであります。固

定負債は1,219百万円となり、前連結会計年度末に比べ158百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が減

少したことによるものであります。 

その結果、負債合計は6,757百万円となり、前連結会計年度末に比べ107百万円減少いたしました。 

  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は9,484百万円となり、前連結会計年度末に比べ642百万円増加

いたしました。これは主に、資本剰余金が配当により減少したものの、円安傾向により為替換算調整勘定が増加し

たことによるものであります。 

その結果、自己資本比率は57.8％（前連結会計年度末は55.8％）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成25年１月15日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

（税金費用） 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,493,585 2,892,541

受取手形及び売掛金 3,284,701 2,099,670

商品及び製品 1,542,337 1,980,520

原材料及び貯蔵品 327,814 424,156

前渡金 354,507 426,526

繰延税金資産 2,119 2,171

その他 364,953 397,943

貸倒引当金 △34,137 △30,685

流動資産合計 8,335,883 8,192,844

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,353,656 1,880,141

機械装置及び運搬具（純額） 2,207,373 2,434,112

土地 79,170 79,170

リース資産（純額） 205,974 207,152

建設仮勘定 559,883 320,759

その他（純額） 622,293 654,452

有形固定資産合計 5,028,351 5,575,788

無形固定資産   

ソフトウエア 28,149 24,795

その他 419,453 482,631

無形固定資産合計 447,602 507,427

投資その他の資産   

投資有価証券 329,122 378,350

関係会社出資金 1,001,732 994,789

長期貸付金 31,020 30,420

長期預金 200,000 200,000

敷金及び保証金 193,252 211,945

繰延税金資産 26,478 31,718

その他 127,693 131,733

貸倒引当金 △14,364 △13,854

投資その他の資産合計 1,894,935 1,965,102

固定資産合計 7,370,889 8,048,319

資産合計 15,706,773 16,241,163
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,778,077 1,727,638

短期借入金 1,537,095 1,487,305

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払費用 453,784 291,635

未払法人税等 35,061 20,715

前受金 1,259,523 1,639,862

リース債務 58,394 67,666

受注損失引当金 2 136

未払金 305,183 224,681

繰延税金負債 14,070 20,855

その他 25,322 36,851

流動負債合計 5,486,516 5,537,349

固定負債   

社債 50,000 40,000

長期借入金 1,087,967 920,256

繰延税金負債 83,327 100,247

リース債務 149,917 152,023

その他 6,989 7,215

固定負債合計 1,378,202 1,219,744

負債合計 6,864,718 6,757,094

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,527,829 5,527,829

資本剰余金 2,309,494 2,252,219

利益剰余金 1,736,659 1,865,454

自己株式 △222,796 △222,800

株主資本合計 9,351,187 9,422,703

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,934 26,032

繰延ヘッジ損益 9,023 13,269

為替換算調整勘定 △599,703 △69,854

その他の包括利益累計額合計 △587,745 △30,552

少数株主持分 78,612 91,919

純資産合計 8,842,054 9,484,069

負債純資産合計 15,706,773 16,241,163
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 3,473,686 2,883,518

売上原価 2,940,895 2,252,340

売上総利益 532,790 631,178

販売費及び一般管理費 639,700 648,994

営業損失（△） △106,910 △17,816

営業外収益   

受取利息 6,303 1,762

為替差益 36,638 124,905

持分法による投資利益 33,007 21,570

その他 23,967 20,035

営業外収益合計 99,916 168,274

営業外費用   

支払利息 38,842 28,078

支払手数料 2,322 1,567

その他 2,705 6,028

営業外費用合計 43,871 35,673

経常利益又は経常損失（△） △50,864 114,783

特別利益   

投資有価証券売却益 29,999 －

移転補償金 － 153,010

受取保険金 28,150 －

災害損失引当金戻入額 8,411 －

特別利益合計 66,561 153,010

特別損失   

固定資産売却損 － 44,945

固定資産除却損 － 35,393

災害による損失 8,321 －

工場移転費用 － 43,824

特別損失合計 8,321 124,162

税金等調整前四半期純利益 7,375 143,631

法人税、住民税及び事業税 13,113 10,407

法人税等調整額 1,544 463

法人税等合計 14,658 10,870

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△7,283 132,760

少数株主利益 2,376 3,964

四半期純利益又は四半期純損失（△） △9,659 128,795
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△7,283 132,760

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 20,903 23,097

繰延ヘッジ損益 39,456 4,246

為替換算調整勘定 54,767 529,848

その他の包括利益合計 115,127 557,192

四半期包括利益 107,844 689,953

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 105,674 676,646

少数株主に係る四半期包括利益 2,169 13,306
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該当事項はありません。   

    

当社は、平成25年２月27日開催の第37期定時株主総会決議に基づき下記の通り、配当の原資を資本剰余金とする

配当をいたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本剰余金が2,252,219千円となっております。 

   

（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

（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25年２月27日 

定時株主総会 
普通株式 57,275 3.00 平成24年11月30日 平成25年２月28日 資本剰余金 
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