
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

 
  

  

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）
（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 8,787 0.8 382 △8.6 464 △6.5 296 8.9
25年３月期第２四半期 8,719 2.2 418 15.3 496 17.3 272 17.5

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 430百万円( 107.6％) 25年３月期第２四半期 207百万円( 9.8％)

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

26年３月期第２四半期 35.87 －
25年３月期第２四半期 32.07 －

（２）連結財政状態

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 16,704 10,423 62.3
25年３月期 16,641 10,176 61.2

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 10,402百万円 25年３月期 10,176百万円

２．配当の状況

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 － 8.50 － 8.50 17.00

26年３月期 － 8.50

26年３月期(予想) － 8.50 17.00 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 18,000 3.3 1,000 10.1 1,200 3.8 740 3.1 88.34

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1社（社名） ENCORE LAMI SDN.BHD. 、除外 －社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 9,328,000株 25年３月期 9,328,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,170,009株 25年３月期 951,688株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 8,271,085株 25年３月期２Ｑ 8,499,717株

※ 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
  本資料に記載されている業績見通し等の将来の記載に関する記述は、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、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、添付資料の３ページ「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。
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出および個人消費は持ち直しの動きがみられ、景気回

復へ向かうことが期待されるものの、エネルギーコストの上昇や海外景気の下振れ懸念など依然として

厳しい状況で推移しました。 

 このような経営環境のもと、当社グループは、提案営業による顧客満足を徹底的に追求するととも

に、環境配慮型の製品開発を推進し業績向上に取り組みました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は87億87百万円（前年同期比0.8％増）となり、営業

利益は３億82百万円（前年同期比8.6％減）、経常利益４億64百万円（前年同期比6.5％減）、四半期純

利益２億96百万円（前年同期比8.9％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より62百万円増加し、167億４百万円と

なりました。 

 流動資産については、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べて１億78百万円

減少しております。固定資産については、無形固定資産、投資有価証券の増加等により、前連結会計年

度末に比べて２億40百万円増加しております。 

 負債合計は62億80百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億84百万円減少しております。流動負

債については、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べて２億56百万円減少して

おります。固定負債については、退職給付引当金の増加等により、前連結会計年度末に比べて71百万円

増加しております。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は104億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ

て２億47百万円の増加となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ１億19百万円増加し、31億42百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

営業活動によって得られた資金は、６億88百万円（前年同期比１億50百万円の増加）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益４億51百万円に加え、３億79百万円の減価償却費の計上

があったこと等によるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、４億46百万円（前年同期は85百万円の収入）となりました。これ

は主に、有形固定資産の取得による支出３億30百万円、無形固定資産の取得による支出１億４百万円

等によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、１億30百万円（前年同期比67百万円の減少）となりました。これ

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

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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は主に、自己株式の取得による支出１億34百万円等によるものであります。 

  

平成26年３月期の見通しにつきまして、平成25年５月10日の決算発表時の業績予想数値からの変更は

ありません。 

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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(包装機能材事業) 

平成25年６月に、日本を含むアジア地域における紙袋事業拡大と競争力強化を目的として、マレー

シア国においてENCORE LAMI SDN.BHD.を新規設立いたしました。 

  

 この結果、平成25年９月30日現在では、当社グループは、当社及び連結子会社４社により構成され

ることとなりました。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

大石産業㈱　(3943) 平成26年3月期　第2四半期決算短信

4



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 3,194,864 3,326,555 

受取手形及び売掛金 4,245,296 3,833,775 

商品及び製品 619,322 688,630 

仕掛品 102,689 138,478 

原材料及び貯蔵品 779,924 666,424 

その他 209,062 317,638 

貸倒引当金 △14,933 △13,455 

流動資産合計 9,136,227 8,958,048 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,334,886 2,328,961 

機械装置及び運搬具（純額） 1,916,457 1,849,326 

その他（純額） 1,770,111 1,838,204 

有形固定資産合計 6,021,455 6,016,492 

無形固定資産 112,919 264,893 

投資その他の資産   

投資有価証券 722,548 760,375 

その他 708,285 764,342 

貸倒引当金 △59,819 △59,830 

投資その他の資産合計 1,371,014 1,464,887 

固定資産合計 7,505,388 7,746,272 

資産合計 16,641,615 16,704,321 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,212,268 3,046,165 

短期借入金 246,803 341,990 

未払法人税等 222,864 161,490 

賞与引当金 216,116 212,954 

その他 1,141,659 1,020,823 

流動負債合計 5,039,713 4,783,423 

固定負債   

退職給付引当金 1,041,129 1,061,025 

役員退職慰労引当金 186,686 193,694 

その他 197,472 242,465 

固定負債合計 1,425,288 1,497,184 

負債合計 6,465,001 6,280,608 
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(単位：千円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,400 466,400 

資本剰余金 345,514 345,533 

利益剰余金 9,958,188 10,183,706 

自己株式 △511,025 △645,035 

株主資本合計 10,259,077 10,350,604 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 178,666 202,866 

為替換算調整勘定 △261,129 △151,430 

その他の包括利益累計額合計 △82,463 51,436 

少数株主持分 － 21,672 

純資産合計 10,176,614 10,423,713 

負債純資産合計 16,641,615 16,704,321 
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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２四半期連結累計期間 

 

(単位：千円)

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 8,719,394 8,787,784 

売上原価 6,880,110 6,964,729 

売上総利益 1,839,283 1,823,054 

販売費及び一般管理費 1,420,764 1,440,505 

営業利益 418,519 382,549 

営業外収益   

受取利息 2,050 1,478 

受取配当金 7,286 7,593 

受取賃貸料 95,655 91,041 

その他 35,296 34,559 

営業外収益合計 140,288 134,673 

営業外費用   

支払利息 8,979 6,150 

不動産賃貸費用 8,045 17,603 

為替差損 33,004 13,805 

売上割引 4,843 2,827 

その他 6,969 12,024 

営業外費用合計 61,842 52,412 

経常利益 496,965 464,811 

特別利益   

固定資産売却益 22,082 － 

特別利益合計 22,082 － 

特別損失   

固定資産売却損 77 － 

固定資産除却損 5,971 5,460 

減損損失 － 7,830 

投資有価証券評価損 31,520 － 

ゴルフ会員権評価損 1,300 － 

特別損失合計 38,869 13,290 

税金等調整前四半期純利益 480,177 451,520 

法人税、住民税及び事業税 202,859 171,264 

法人税等調整額 4,747 △16,369 

法人税等合計 207,606 154,894 

少数株主損益調整前四半期純利益 272,571 296,625 

少数株主損失（△） － △90 

四半期純利益 272,571 296,716 
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 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)

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 272,571 296,625 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △70,541 24,199 

為替換算調整勘定 5,360 109,699 

その他の包括利益合計 △65,181 133,899 

四半期包括利益 207,389 430,525 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 207,389 430,331 

少数株主に係る四半期包括利益 － 193 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

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 480,177 451,520 

減価償却費 367,600 379,045 

減損損失 － 7,830 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,730 △1,467 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,785 △3,162 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,069 19,896 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,036 7,007 

受取利息及び受取配当金 △9,337 △9,072 

支払利息 8,979 6,150 

為替差損益（△は益） 20,141 15,012 

固定資産売却損益（△は益） △22,004 － 

固定資産除却損 5,971 5,460 

投資有価証券評価損益（△は益） 31,520 － 

売上債権の増減額（△は増加） 72,659 444,321 

たな卸資産の増減額（△は増加） 238,672 55,818 

前払年金費用の増減額（△は増加） 22,146 － 

仕入債務の増減額（△は減少） △168,938 △225,187 

その他 △215,488 △235,984 

小計 829,011 917,190 

利息及び配当金の受取額 11,270 9,067 

利息の支払額 △9,026 △6,150 

法人税等の支払額 △293,695 △231,931 

営業活動によるキャッシュ・フロー 537,559 688,176 

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 △127,136 △89,126 

定期預金の払戻による収入 198,115 77,122 

有形固定資産の取得による支出 △229,999 △330,752 

有形固定資産の除却による支出 △4,574 △1,364 

有形固定資産の売却による収入 38,845 － 

無形固定資産の取得による支出 － △104,053 

投資有価証券の取得による支出 △552 △439 

投資有価証券の償還による収入 200,000 － 

貸付けによる支出 △6,770 △29,660 

貸付金の回収による収入 18,652 30,003 

その他 △1,387 2,026 

投資活動によるキャッシュ・フロー 85,195 △446,244 
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(単位：千円)

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) 

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） 77,610 93,300 

長期借入金の返済による支出 △121,304 △25,611 

自己株式の売却による収入 － 199 

自己株式の取得による支出 △62,216 △134,190 

配当金の支払額 △72,606 △70,871 

少数株主からの払込みによる収入 － 21,478 

その他 △19,716 △14,928 

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,234 △130,623 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,174 8,379 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 404,345 119,687 

現金及び現金同等物の期首残高 2,283,888 3,022,727 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,688,234 3,142,415 
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（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）
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