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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第1四半期 2,946 △10.5 263 △22.3 287 △18.5 176 △17.6
25年3月期第1四半期 3,292 5.4 339 △8.1 352 △8.6 214 △2.9

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 270百万円 （5.2％） 25年3月期第1四半期 256百万円 （7.7％）

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1四半期 35.59 ―
25年3月期第1四半期 43.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 11,080 9,151 82.6
25年3月期 10,949 8,975 82.0
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  9,151百万円 25年3月期  8,975百万円

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 ― 19.00 ― 19.00 38.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 19.00 ― 19.00 38.00

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、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 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) 6,330 0.4 635 0.2 660 1.7 400 1.3 80.51
通期 13,000 3.6 1,250 8.0 1,300 5.2 790 5.9 159.00



(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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。 
なお、上記予想に関する事項は、添付資料の２ページをご参照下さい。 

※  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） 26年3月期1Q 5,225,008 株 25年3月期 5,225,008 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 256,465 株 25年3月期 256,465 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 4,968,543 株 25年3月期1Q 4,969,330 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におけるわが国経済は、日銀による金融緩和政策、政権交代後の経済政策などによる円

高修正および株高、また米国における経済回復もあり、景気は持ち直しの様相を呈しているものの、中国において景

況感に陰りが出ていることなど不安材料もあり、景気の先行きは不透明な状況となっております。 

当業界におきましては、一部食品関連にて明るさが出てきているものの、当社グループの得意としている自動車・

電気機械関連においては本格的な回復には至っておりません。 

このような状況下において、当社グループは、包装提案による販売活動を行うものの、主要得意先である自動車・

電気機械関連企業の海外への生産拠点移管や、価格競争も熾烈化したことにより、売上高29億46百万円（前年同四半

期比10.5％減）、営業利益２億63百万円（前年同四半期比22.3％減）、経常利益２億87百万円（前年同四半期比

18.5％減）、四半期純利益１億76百万円（前年同四半期比17.6％減）の減収減益となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

日本は、取引先の生産拠点の海外移管の影響等により、売上高24億23百万円（前年同四半期比13.5％減）、セグメ

ント利益２億35百万円（前年同四半期比22.2％減）となりました。 

中国の売上高は、為替相場の円高修正の影響により５億22百万円（前年同四半期比6.1％増）となったものの、セ

グメント利益は取引先の生産減の影響等により、１百万円（前年同四半期比88.3％減）となりました。 

  

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

   

  （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度に比べ１億30百万円増加し110億80百万円となり

ました。流動資産は、前連結会計年度に比べ１億14百万円増加し76億82百万円となりました。これは、主に現金及び

預金が前連結会計年度に比べ１億26百万円増加し48億18百万円となったことによるものです。固定資産は、前連結会

計年度に比べ16百万円増加し33億98百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度に比べ45百万円減少し19億29百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度に比

べ42百万円減少し14億15百万円となりました。これは、主に未払法人税等が前連結会計年度に比べ81百万円減少し１

億28百万円となったことによるものです。固定負債は、前連結会計年度に比べ３百万円減少し５億13百万円となりま

した。 

純資産合計は、前連結会計年度に比べ１億75百万円増加し91億51百万円となりました。これは、主に利益剰余金が

82百万円増加し70億10百万円となったことによるものです。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました決算発表時の業績予想は見直しを行っておりませ

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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,692,392 4,818,766

受取手形及び売掛金 2,390,679 2,321,267

商品及び製品 99,428 101,898

仕掛品 12,071 11,481

原材料及び貯蔵品 47,772 45,633

その他 325,787 383,563

貸倒引当金 △207 △201

流動資産合計 7,567,925 7,682,410

固定資産   

有形固定資産 2,354,572 2,320,225

無形固定資産 16,096 15,975

投資その他の資産 1,011,035 1,061,830

固定資産合計 3,381,704 3,398,031

資産合計 10,949,629 11,080,442

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 864,931 838,663

未払法人税等 210,564 128,645

賞与引当金 125,288 56,660

役員賞与引当金 26,150 6,510

その他 231,043 385,389

流動負債合計 1,457,977 1,415,868

固定負債   

退職給付引当金 392,895 394,407

役員退職慰労引当金 75,200 70,500

その他 48,192 48,322

固定負債合計 516,288 513,229

負債合計 1,974,266 1,929,098

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,077,895 1,077,895

資本剰余金 980,562 980,562

利益剰余金 6,928,316 7,010,719

自己株式 △70,326 △70,326

株主資本合計 8,916,447 8,998,850

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 213,359 250,443

為替換算調整勘定 △154,443 △97,950

その他の包括利益累計額合計 58,916 152,493

純資産合計 8,975,363 9,151,344

負債純資産合計 10,949,629 11,080,442



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,292,887 2,946,043

売上原価 2,455,297 2,209,263

売上総利益 837,590 736,780

販売費及び一般管理費 498,442 473,257

営業利益 339,148 263,523

営業外収益   

受取利息 2,456 1,601

受取配当金 7,568 10,131

仕入割引 3,417 2,182

その他 12,505 13,596

営業外収益合計 25,948 27,511

営業外費用   

持分法による投資損失 2,322 2,795

為替差損 9,873 －

その他 168 682

営業外費用合計 12,364 3,478

経常利益 352,731 287,556

税金等調整前四半期純利益 352,731 287,556

法人税、住民税及び事業税 152,459 126,032

法人税等調整額 △14,287 △15,281

法人税等合計 138,171 110,750

少数株主損益調整前四半期純利益 214,559 176,805

四半期純利益 214,559 176,805



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 214,559 176,805

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,608 37,083

為替換算調整勘定 46,977 38,609

持分法適用会社に対する持分相当額 7,978 17,883

その他の包括利益合計 42,348 93,577

四半期包括利益 256,908 270,382

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 256,908 270,382



（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（４）セグメント情報等  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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 

 （注）１．セグメント利益の調整額26,206千円には、セグメント間取引消去27,446千円が含まれております。 

       ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

    

  ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

      該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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 

 （注）１．セグメント利益の調整額22,918千円には、セグメント間取引消去23,314千円が含まれております。 

       ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

   

  ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

     該当事項はありません。 

  

（５）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。 

  

（６）重要な後発事象 

   該当事項はありません。 

  

  （単位：千円）

  報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期 
連結損益 

計算書計上額 
（注）２  

  日本 中国 計 

売上高           

外部顧客への売上高  2,423,440  522,603  2,946,043  －  2,946,043

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  2,423,440  522,603  2,946,043  －  2,946,043

セグメント利益  235,770  1,546  237,316  26,206  263,523

  （単位：千円）

  報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期 
連結損益 

計算書計上額 
（注）２  

  日本 中国 計 

売上高           

外部顧客への売上高  2,800,206  492,681  3,292,887  －  3,292,887

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  2,800,206  492,681  3,292,887  －  3,292,887

セグメント利益  302,968  13,261  316,229  22,918  339,148


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	ヘッダー１3: 中央紙器工業株式会社（3952）平成26年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１4: 中央紙器工業株式会社（3952）平成26年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１5: 中央紙器工業株式会社（3952）平成26年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１6: 中央紙器工業株式会社（3952）平成26年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１7: 中央紙器工業株式会社（3952）平成26年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１8: 中央紙器工業株式会社（3952）平成26年３月期　第１四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -


