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(百万円未満切捨て)
１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31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３四半期 13,459 1.9 528 △24.2 711 △19.0 447 △17.2

25年３月期第３四半期 13,215 3.5 696 46.7 878 40.3 539 88.4
(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 574百万円( 11.5％) 25年３月期第３四半期 514百万円( 263.3％)
　

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３四半期 54.40 ―

25年３月期第３四半期 63.64 ―
　

　

（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３四半期 16,864 10,449 61.8

25年３月期 16,641 10,176 61.2
(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 10,429百万円 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）

(％表示は、対前期増減率)

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
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※ 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３Ｑ 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３Ｑ 1,248,548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３Ｑ 8,218,493株 25年３月期３Ｑ 8,481,011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２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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による各種経済政策により、景気回復へ向か

うことが期待されるものの、海外景気の下振れリスクもあり、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んでまいりました。 

 その結果、売上高は134億59百万円（前年同期比1.9％増）となりましたが、製造費用等の増加に伴

い、営業利益は５億28百万円（前年同期比24.2％減）、経常利益は７億11百万円（前年同期比19.0％

減）、四半期純利益は４億47百万円（前年同期比17.2％減）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より２億23百万円増加し、168億64百万

円となりました。 

 流動資産については、現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末に比べて１億32百万円減少し

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３億55百万円増加しております。 

 負債合計は64億15百万円となり、前連結会計年度末に比べて49百万円減少しております。流動負債に

ついては、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べて１億42百万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92百万円増加してお

ります。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は104億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ

て２億73百万円の増加となりました。 

  

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。 

  

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

（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12月31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3四半期決算短信

3



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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,194,864 2,723,387 

受取手形及び売掛金 4,245,296 4,461,970 

商品及び製品 619,322 666,796 

仕掛品 102,689 134,204 

原材料及び貯蔵品 779,924 766,139 

その他 209,062 267,072 

貸倒引当金 △14,933 △15,786 

流動資産合計 9,136,227 9,003,785 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,334,886 2,290,441 

機械装置及び運搬具（純額） 1,916,457 1,830,564 

その他（純額） 1,770,111 2,003,848 

有形固定資産合計 6,021,455 6,124,853 

無形固定資産 112,919 257,555 

投資その他の資産   

投資有価証券 722,548 806,749 

その他 708,285 731,712 

貸倒引当金 △59,819 △59,821 

投資その他の資産合計 1,371,014 1,478,640 

固定資産合計 7,505,388 7,861,049 

資産合計 16,641,615 16,864,834 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,212,268 3,318,108 

短期借入金 246,803 347,740 

未払法人税等 222,864 － 

賞与引当金 216,116 108,209 

その他 1,141,659 1,122,969 

流動負債合計 5,039,713 4,897,028 

固定負債   

退職給付引当金 1,041,129 1,085,127 

役員退職慰労引当金 186,686 197,102 

その他 197,472 235,926 

固定負債合計 1,425,288 1,518,156 

負債合計 6,465,001 6,415,184 
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31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 10,264,705 

自己株式 △511,025 △692,766 

株主資本合計 10,259,077 10,383,873 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 178,666 232,577 

為替換算調整勘定 △261,129 △186,525 

その他の包括利益累計額合計 △82,463 46,051 

少数株主持分 － 19,725 

純資産合計 10,176,614 10,449,649 

負債純資産合計 16,641,615 16,864,834 
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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３四半期連結累計期間 

 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 13,215,067 13,459,681 

売上原価 10,376,086 10,722,703 

売上総利益 2,838,981 2,736,977 

販売費及び一般管理費 2,142,039 2,208,589 

営業利益 696,941 528,388 

営業外収益   

受取利息 3,270 3,830 

受取配当金 10,596 11,623 

受取賃貸料 139,104 140,336 

為替差益 9,009 16,443 

その他 60,873 64,427 

営業外収益合計 222,854 236,660 

営業外費用   

支払利息 12,412 9,927 

不動産賃貸費用 12,068 21,387 

売上割引 7,070 4,213 

その他 9,856 17,712 

営業外費用合計 41,408 53,240 

経常利益 878,387 711,807 

特別利益   

固定資産売却益 22,082 － 

ゴルフ会員権売却益 443 － 

特別利益合計 22,525 － 

特別損失   

固定資産売却損 77 2,382 

固定資産除却損 7,530 10,862 

減損損失 － 7,830 

投資有価証券評価損 1,999 － 

ゴルフ会員権評価損 1,350 － 

特別損失合計 10,957 21,075 

税金等調整前四半期純利益 889,956 690,731 

法人税、住民税及び事業税 302,441 217,028 

法人税等調整額 47,747 28,005 

法人税等合計 350,188 245,034 

少数株主損益調整前四半期純利益 539,767 445,697 

少数株主損失（△） － △1,361 

四半期純利益 539,767 447,058 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 539,767 445,697 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33,267 53,910 

為替換算調整勘定 8,295 74,604 

その他の包括利益合計 △24,971 128,514 

四半期包括利益 514,795 574,212 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 514,795 575,966 

少数株主に係る四半期包括利益 － △1,753 
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 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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