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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 15,793 3.5 1,281 8.1 1,410 8.6 786 7.3
25年3月期第2四半期 15,255 1.9 1,184 3.3 1,299 4.9 732 9.3

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 986百万円 （44.7％） 25年3月期第2四半期 681百万円 （△4.6％）

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 74.51 65.05
25年3月期第2四半期 68.74 68.47

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 37,498 20,240 53.3 1,893.35
25年3月期 36,117 19,501 53.3 1,825.30
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  19,994百万円 25年3月期  19,266百万円

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 ― 15.00 ― 25.00 40.00
26年3月期 ― 15.00
26年3月期（予想） ― 15.00 30.00

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   

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 31,800 1.5 2,300 1.9 2,500 1.7 1,420 1.7 133.68



(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ます。なお、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き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 
業績予想につきましては、現時点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、今後の様々な要因により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】Ｐ．３「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

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 11,175,634 株 25年3月期 11,175,634 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 615,297 株 25年3月期 620,297 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 10,556,059 株 25年3月期2Q 10,662,495 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  3

２．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 10 

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 10 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 10 



（１）経営成績に関する説明 

＜売上の状況＞ 

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・金融政策により企業業績に改善が見られ、国内

景気は全体として回復に向けた兆しが表れるようになりました。しかしながら、一方で、消費税増税や雇用情勢に

対する不安感、円安進行による原材料価格の上昇懸念など、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような中、当社グループは中核事業である印刷包材事業へ経営資源を集中するとともに、市場でのより高い

信頼性獲得を目指し、「Ｃｈａｎｇｅ Ｆｏｒ Ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ！ 印刷包材提供企業から感動提供企業へ」を

モットーとして掲げ、全社一丸となったチェンジに取り組んでおります。 

お客様から感謝されるだけではなく、それ以上の感動を差し上げられる製品やサービスの提供を通じて、業容の

拡大、企業価値の更なる向上に努めてまいりました結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前第２四半期連

結累計期間に比べ５億38百万円増（前年同期比3.5%増）の157億93百万円となりました。 

セグメント別の売上の状況は、以下の通りであります。 

印刷包材事業 

当社グループの主たる事業である印刷包材事業におきましては、市場での企業間競争が一段と厳しさを増してい

る事業環境の中、当社グループは市場ニーズに即した付加価値の高い製品の提供に努め、お客様・地域に密着した

提案型営業活動を展開するとともに、高水準の品質保証体制を追求し、安定した製品の供給に努めてまいりまし

た。 

医薬品市場におきましては、高齢化の進展を受け堅調な受注のあった医療用向け製品に加え、ＯＴＣ向け製品も

前年同期の実績を上回りましたが、化粧品市場におきましては、受注は前年同期を下回りました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における印刷包材事業の売上高は、前第２四半期連結累計期間に比べ２億

44百万円増（前年同期比1.7%増）の148億60百万円となりました。 

その他 

①包装システム販売事業 

当セグメントでは、印刷包材と連携したトータル提案による、時流や得意先ニーズにマッチした新たな「包

装」の開発を主眼とした包装機械や包装ラインの企画提案・仕入・販売を行っております。 

当第２四半期連結累計期間における包装システム販売事業の売上高は、前第２四半期連結累計期間に比べ３億

円増（前年同期比58.0%増）の８億18百万円となりました。 

②人材派遣事業 

当セグメントでは、当社グループ内のみならず地域企業からの求人を受けて人材の派遣を行っております。 

当第２四半期連結累計期間における人材派遣事業の売上高は、前第２四半期連結累計期間に比べ6百万円減

（前年同期比5.1%減）の１億15百万円となりました。 

＜利益の状況＞ 

利益面につきましては、原材料費や労務費は増加しましたが、売上高増加の影響により、当第２四半期連結累計

期間における営業利益は12億81百万円（前年同期比8.1%増）、経常利益は14億10百万円（前年同期比8.6%増）とな

り、四半期純利益は７億86百万円（前年同期比7.3%増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）財政状態に関する説明 

財政状態を分析するに当たり、その基礎となる当第２四半期連結会計期間末現在の連結貸借対照表は、子会社６

社のうち１社は小規模であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外し、連結子会

社５社で作成しております。 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、374億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億80百万円増加い

たしました。 

その内、流動資産は、149億29百万円と、前連結会計年度末に比べ６億59百万円増加いたしました。その主な要

因は現金及び預金の増加であります。また固定資産は、225億68百万円と、前連結会計年度末に比べ７億21百万円

増加いたしました。その主な要因は投資有価証券の増加であります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、172億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億42百万円増加

いたしました。 

その内、流動負債は、93億26百万円と、前連結会計年度末に比べ27億93百万円減少いたしました。その主な要因

は、支払手形及び買掛金の減少であります。また固定負債は79億31百万円と、前連結会計年度末に比べ34億36百万

円増加いたしました。その主な要因は、転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は202億40百万円と、前連結会計年度末に比べ７億38百万円増加いたしま

した。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末現在の自己資本比率は、53.3％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 

第２四半期の経営成績は、概ね期初予想と同じ傾向で推移しており、平成25年５月８日に公表いたしました業績

予想に変更はございません。 

   

   



２．四半期連結財務諸表 
（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 2,383,561 3,601,482 

受取手形及び売掛金 9,279,787 9,003,429 

商品及び製品 580,956 609,090 

仕掛品 701,584 760,949 

原材料及び貯蔵品 418,025 433,429 

繰延税金資産 242,754 283,222 

その他 699,800 258,839 

貸倒引当金 △35,987 △20,597 

流動資産合計 14,270,483 14,929,846 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,624,465 5,805,064 

機械装置及び運搬具（純額） 2,019,434 2,261,674 

土地 5,867,714 5,735,630 

リース資産（純額） 2,393,507 2,469,204 

建設仮勘定 441,544 510,494 

その他（純額） 360,795 443,458 

有形固定資産合計 16,707,462 17,225,526 

無形固定資産   

その他 229,247 200,238 

無形固定資産合計 229,247 200,238 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,971,413 4,293,351 

長期貸付金 10,906 12,233 

繰延税金資産 205,272 129,289 

投資不動産（純額） 185,424 184,179 

その他 581,078 556,427 

貸倒引当金 △43,852 △32,660 

投資その他の資産合計 4,910,243 5,142,820 

固定資産合計 21,846,953 22,568,585 

資産合計 36,117,437 37,498,432 



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,599,976 5,625,022 

短期借入金 30,000 30,000 

1年内返済予定の長期借入金 529,581 291,448 

リース債務 261,167 326,202 

未払金 1,861,418 1,425,794 

未払法人税等 465,307 650,035 

賞与引当金 417,232 498,704 

その他 956,042 479,674 

流動負債合計 12,120,725 9,326,881 

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 － 3,500,000 

長期借入金 299,764 168,108 

リース債務 2,123,511 2,136,592 

繰延税金負債 347,403 345,911 

退職給付引当金 1,130,237 1,171,493 

役員退職慰労引当金 500,004 523,740 

その他 93,883 85,469 

固定負債合計 4,494,804 7,931,315 

負債合計 16,615,530 17,258,197 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,514,753 1,514,753 

資本剰余金 1,722,802 1,724,541 

利益剰余金 16,400,758 16,923,450 

自己株式 △980,310 △972,144 

株主資本合計 18,658,003 19,190,600 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 608,631 803,823 

その他の包括利益累計額合計 608,631 803,823 

新株予約権 62,380 71,011 

少数株主持分 172,892 174,799 

純資産合計 19,501,907 20,240,235 

負債純資産合計 36,117,437 37,498,432 



（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 15,255,412 15,793,975 

売上原価 11,618,170 12,073,900 

売上総利益 3,637,241 3,720,074 

販売費及び一般管理費 2,452,524 2,439,050 

営業利益 1,184,716 1,281,023 

営業外収益   

受取利息 238 217 

受取配当金 40,249 51,936 

受取賃貸料 29,171 32,354 

作業くず売却益 63,320 60,498 

雑収入 46,089 59,015 

営業外収益合計 179,068 204,021 

営業外費用   

支払利息 34,213 33,759 

支払手数料 5,151 4,308 

賃貸収入原価 15,514 11,998 

社債発行費 － 16,775 

雑損失 9,414 7,337 

営業外費用合計 64,294 74,178 

経常利益 1,299,491 1,410,866 

特別利益   

固定資産売却益 1,472 2,378 

投資有価証券売却益 16,620 － 

新株予約権戻入益 － 959 

特別利益合計 18,093 3,337 

特別損失   

固定資産除売却損 25,670 22,631 

投資有価証券売却損 11,299 1,781 

減損損失 － 45,369 

特別損失合計 36,969 69,782 

税金等調整前四半期純利益 1,280,614 1,344,422 

法人税、住民税及び事業税 521,047 626,130 

法人税等調整額 13,902 △72,810 

法人税等合計 534,949 553,320 

少数株主損益調整前四半期純利益 745,664 791,101 

少数株主利益 12,755 4,526 

四半期純利益 732,909 786,575 



（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 745,664 791,101 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △64,118 195,210 

その他の包括利益合計 △64,118 195,210 

四半期包括利益 681,545 986,312 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 668,921 981,767 

少数株主に係る四半期包括利益 12,624 4,544 



（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 1,280,614 1,344,422 

減価償却費 653,317 701,097 

減損損失 － 45,369 

のれん償却額 16,064 － 

負ののれん償却額 － △7,544 

株式報酬費用 15,412 10,275 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,375 △26,582 

賞与引当金の増減額（△は減少） 62,874 81,471 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,719 41,256 

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） △3,305 △975 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △139,277 23,735 

受取利息及び受取配当金 △40,487 △52,154 

支払利息 34,213 33,759 

有形固定資産除売却損益（△は益） 24,197 20,252 

投資有価証券売却損益（△は益） △5,321 1,781 

売上債権の増減額（△は増加） △513,764 △35,800 

たな卸資産の増減額（△は増加） △69,174 △102,902 

仕入債務の増減額（△は減少） 356,770 △1,627,295 

その他 74,770 △161,953 

小計 1,744,249 288,213 

利息及び配当金の受取額 40,490 52,157 

利息の支払額 △34,513 △34,091 

法人税等の支払額 △527,384 △456,401 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,222,842 △150,123 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △488,735 △1,492,803 

有形固定資産の売却による収入 12,510 102,280 

投資有価証券の取得による支出 △66,484 △49,606 

投資有価証券の売却による収入 52,432 27,930 

貸付けによる支出 △1,100 △3,700 

貸付金の回収による収入 2,867 2,625 

補助金の受取額 26,752 － 

その他 15,632 61,858 

投資活動によるキャッシュ・フロー △446,124 △1,351,415 



（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   

長期借入金の返済による支出 △379,639 △369,789 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 － 3,500,000 

自己株式の取得による支出 △173,970 － 

ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分
による収入 2,610 9,220 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △116,122 △155,572 

配当金の支払額 △211,617 △261,761 

少数株主への配当金の支払額 △2,637 △2,637 

財務活動によるキャッシュ・フロー △881,377 2,719,459 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △104,660 1,217,920 

現金及び現金同等物の期首残高 1,998,546 2,383,561 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,893,886 3,601,482 



  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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