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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 5,692 ― 207 ― 208 ― 153 ―

25年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 269百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 ―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

26年3月期第2四半期 28.07 ―

25年3月期第2四半期 ― ―

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

26年3月期第2四半期 15,426 8,605 55.6 1,573.30
25年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  8,582百万円 25年3月期  ―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 ― 5.00 ― 10.00 15.00
26年3月期 ― 5.00

26年3月期（予想） ― 10.00 15.00

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  
（注）平成26年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率は記載しておりません。 

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 11,800 ― 330 ― 310 ― 270 ― 49.36



(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  

（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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当社は、平成26年３月期第１四半期より連結決算へ移行いたしました。 
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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」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） 26年3月期2Q 6,377,500 株 25年3月期 6,377,500 株

② 期末自己株式数 26年3月期2Q 907,931 株 25年3月期 907,493 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 5,469,867 株 25年3月期2Q 5,570,888 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、政府の経済政策や日銀の金融政策の効果などにより、前年

に比べて円安・株高が定着しつつあり、主に輸出企業の収益に改善傾向が見られるとともに、雇用や所得が持ち直
し傾向を見せているほか、設備投資も底入れしつつあり、景気は全般的に緩やかな回復傾向にあります。 
 包装資材業界においては、雇用や所得の改善に伴い、個人消費も緩やかな回復傾向で推移したものの、円安によ
る諸材料価格の上昇や電力料金などのエネルギーコストの上昇が続いており、事業環境は厳しい状況で推移いたし
ました。 
 このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高5,692百万円、営業
利益207百万円、経常利益208百万円、四半期純利益153百万円となりました。 
 セグメント別の売上状況は次のとおりであります。 
①包装資材事業 
 個人消費の回復傾向の中、食品分野の売上は堅調に推移した一方で、主に化粧品分野の売上は受注回復傾向にあ
るものの、既存客先の販促活動減少などの影響を受け、低調な結果となりました。その結果、包装資材事業の売上
高は4,741百万円となりました。 
②精密塗工事業 
 前期に引き続き、タブレット端末・モバイル情報端末向け部材の需要が好調に推移し、売上高は711百万円とな
りました。 
③その他事業 
 野田事業所における受託包装、販促品の商品販売ともに、需要が減少し、売上高は239百万円となりました。 

   
（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15,426百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金2,224百万
円、受取手形及び売掛金2,967百万円、有形固定資産6,409百万円であります。  
 負債につきましては6,820百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金2,733百万円、長期借入金
（１年内返済予定を含む）1,927百万円であります。 
 純資産につきましては8,605百万円となりました。その主な内訳は、資本金2,244百万円、資本剰余金2,901百万
円、利益剰余金3,702百万円であります。 

    
（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月期通期の連結業績予想につきましては、平成25年７月31日に公表いたしました連結業績予想から修
正は行っておりません。 

   

（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。 
 なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、第１四半期連結累計期間より、TOIN (THAILAND) CO., 
LTD.は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。 

   
（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）

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 2,224,257 
受取手形及び売掛金 2,967,648 
有価証券 7,159 
商品及び製品 276,529 
仕掛品 335,292 
原材料及び貯蔵品 142,822 
その他 890,344 
貸倒引当金 △1,000 

流動資産合計 6,843,054 
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物（純額） 1,493,404 
機械装置及び運搬具（純額） 2,300,936 
土地 2,319,579 
その他（純額） 295,845 
有形固定資産合計 6,409,765 

無形固定資産  
無形固定資産合計 20,906 

投資その他の資産  
投資その他の資産合計 2,152,334 

固定資産合計 8,583,006 

資産合計 15,426,060 

負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 2,733,645 
短期借入金 350,000 
1年内返済予定の長期借入金 491,200 
未払法人税等 17,391 
賞与引当金 104,457 
その他 1,000,035 
流動負債合計 4,696,730 

固定負債  
長期借入金 1,435,800 
退職給付引当金 144,693 
役員退職慰労引当金 98,502 
その他 445,076 
固定負債合計 2,124,072 

負債合計 6,820,802 



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部  
株主資本  
資本金 2,244,500 
資本剰余金 2,901,824 
利益剰余金 3,702,325 
自己株式 △492,287 

株主資本合計 8,356,362 
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 220,207 
繰延ヘッジ損益 △1,063 
為替換算調整勘定 6,921 
その他の包括利益累計額合計 226,064 

少数株主持分 22,830 
純資産合計 8,605,258 

負債純資産合計 15,426,060 



（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：千円）

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 5,692,350 
売上原価 4,718,924 
売上総利益 973,426 
販売費及び一般管理費 765,500 
営業利益 207,925 

営業外収益  
受取利息 3,698 
受取配当金 17,151 
その他 6,819 
営業外収益合計 27,669 

営業外費用  
支払利息 26,690 
その他 606 
営業外費用合計 27,297 

経常利益 208,297 
特別利益  
固定資産売却益 5,279 
特別利益合計 5,279 

特別損失  
固定資産売却損 165 
固定資産除却損 302 
役員退職慰労金 40,227 
保険解約損 14,963 
特別損失合計 55,658 

税金等調整前四半期純利益 157,919 
法人税、住民税及び事業税 7,503 
法人税等調整額 △5,751 

法人税等合計 1,751 

少数株主損益調整前四半期純利益 156,167 

少数株主利益 2,607 
四半期純利益 153,560 



（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：千円）

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 156,167 
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 101,534 
繰延ヘッジ損益 646 
為替換算調整勘定 10,892 
その他の包括利益合計 113,074 

四半期包括利益 269,242 
（内訳）  
親会社株主に係る四半期包括利益 264,455 
少数株主に係る四半期包括利益 4,786 



 該当事項はありません。   

   
   

 該当事項はありません。   

   
   

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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