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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） 

 

(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3四半期 12,565 6.2 418 21.4 340 42.7 243 126.7
25年3月期第3四半期 11,835 2.2 344 29.4 238 31.5 107 117.1

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 817百万円 （341.3％） 25年3月期第3四半期 185百万円 （―％）

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3四半期 16.58 ―
25年3月期第3四半期 6.97 ―

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 15,824 6,124 32.2
25年3月期 15,140 5,380 29.9
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 5,102百万円 25年3月期 4,521百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
26年3月期 ― 2.50 ―
26年3月期（予想） 2.50 5.00

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 16,000 0.3 530 2.7 400 0.3 200 1.0 13.42



(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、四半期財務諸表に対する
レビュー手続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 
 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およ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、実際の業績等はさまざま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
件およ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想に
関する説明」をご参照ください。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 17,768,203 株 25年3月期 17,768,203 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 3,315,007 株 25年3月期 3,313,856 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 14,453,569 株 25年3月期3Q 14,632,392 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による金融緩和をはじめとする経済政策への期待感か

ら、円安や株高傾向に推移し景気回復の兆しが見受けられるものの、消費全般の基調はアジア新興国の成長鈍化、

輸入品価格の値上がりによる原材料価格の上昇など先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中で、当社グループにおきましては「包装を通じて社会に奉仕します」の社是に則り、当社グ

ループ一体でお客様の環境に則した事業活動を推進するとともに、確実な品質の造り込みを進めてまいりました。

その結果、売上高は12,565百万円(対前年同期比6.2％増)、営業利益は418百万円(対前年同期比21.4％増)、経常

利益は340百万円(対前年同期比42.7％増)、四半期純利益は243百万円(対前年同期比126.7％増)となりました。    

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ683百万円増加し、15,824百万円となりまし

た。これは、主に製品及び商品で147百万円減少したものの、有形固定資産で235百万円増加、投資その他の資産で

451百万円増加したことによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ61百万円減少し、9,699百万円となりました。

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ743百万円増加し、6,124百万円となりまし

た。       

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の業績につきましては、平成25年５月15日に公表しました連結業績予想から変更しておりませ

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：百万円）

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 1,032 1,345

受取手形及び売掛金 4,632 4,618

商品及び製品 853 706

仕掛品 269 274

原材料及び貯蔵品 292 307

その他 406 219

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 7,482 7,468

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,872 1,954

土地 1,689 1,689

その他（純額） 1,296 1,449

有形固定資産合計 4,856 5,091

無形固定資産 93 106

投資その他の資産   

投資有価証券 1,874 2,439

その他 833 720

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 2,704 3,155

固定資産合計 7,654 8,353

繰延資産   

社債発行費 4 3

繰延資産合計 4 3

資産合計 15,140 15,824



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,504 3,667

短期借入金 1,720 1,400

1年内返済予定の長期借入金 805 900

1年内償還予定の社債 300 －

未払法人税等 38 28

賞与引当金 112 34

その他 811 818

流動負債合計 7,291 6,847

固定負債   

社債 400 400

長期借入金 1,463 1,903

退職給付引当金 475 428

役員退職慰労引当金 97 －

資産除去債務 3 3

その他 31 118

固定負債合計 2,469 2,852

負債合計 9,760 9,699

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,151 2,151

資本剰余金 1,383 1,383

利益剰余金 1,059 1,230

自己株式 △388 △388

株主資本合計 4,205 4,376

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 246 407

為替換算調整勘定 70 319

その他の包括利益累計額合計 316 726

少数株主持分 858 1,023

純資産合計 5,380 6,124

負債純資産合計 15,140 15,824



（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：百万円）

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 11,835 12,565

売上原価 9,873 10,454

売上総利益 1,962 2,111

販売費及び一般管理費 1,618 1,693

営業利益 344 418

営業外収益   

受取利息 6 9

受取配当金 34 40

その他 26 47

営業外収益合計 67 97

営業外費用   

支払利息 51 46

その他 122 129

営業外費用合計 173 175

経常利益 238 340

特別利益   

退職給付信託一部返還に伴う影響額 － 101

特別利益合計 － 101

特別損失   

固定資産売却損 － 25

特別損失合計 － 25

税金等調整前四半期純利益 238 416

法人税等 97 136

少数株主損益調整前四半期純利益 141 280

少数株主利益 33 37

四半期純利益 107 243



（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：百万円）

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 141 280

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 38 161

為替換算調整勘定 6 375

その他の包括利益合計 44 537

四半期包括利益 185 817

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 150 653

少数株主に係る四半期包括利益 35 164



 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

     

   

セグメント情報  

Ⅰ 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） 

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 

（単位：百万円）

    

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（単位：百万円）

 （注） その他の調整額は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

  

（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）

（セグメント情報等）

  日本 中国 合計 

売上高  

(1）外部顧客への売上高  9,559  2,276  11,835

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  474  474

計  9,559  2,750  12,310

セグメント利益  280  183  463

利益 金額 

報告セグメント計  463

セグメント間取引消去  33

その他の調整額  △152

四半期連結損益計算書の営業利益  344



Ⅱ 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） 

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 

（単位：百万円）

    

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（単位：百万円）

 （注） その他の調整額は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

   

  日本 中国 合計 

売上高  

(1）外部顧客への売上高  9,555  3,010  12,565

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  520  520

計  9,555  3,530  13,085

セグメント利益  347  201  548

利益 金額 

報告セグメント計  548

セグメント間取引消去  30

その他の調整額  △160

四半期連結損益計算書の営業利益  418
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