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1. 平成26年4月期第3四半期の連結業績（平成25年5月1日～平成26年1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4月期第3四半期 1,998 2.0 31 43.4 44 71.7 19 346.0
25年4月期第3四半期 1,960 ― 21 ― 26 ― 4 ―

（注）包括利益 26年4月期第3四半期 20百万円 （△51.8％） 25年4月期第3四半期 42百万円 （―％）

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4月期第3四半期 3.67 ―
25年4月期第3四半期 0.82 ―

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4月期第3四半期 3,817 3,085 80.8 588.98
25年4月期 3,750 3,107 82.8 593.06
（参考）自己資本 26年4月期第3四半期 3,085百万円 25年4月期 3,107百万円

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4月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
26年4月期 ― 4.00 ―
26年4月期（予想） 4.00 8.00

3. 平成26年 4月期の連結業績予想（平成25年 5月 1日～平成26年 4月30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 2,700 5.1 35 57.6 50 16.2 20 △31.7 3.82



(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き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。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２ページ「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」をご覧下さい。 

※ 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
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4月期3Q 5,850,000 株 25年4月期 5,850,000 株
② 期末自己株式数 26年4月期3Q 610,606 株 25年4月期 610,606 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年4月期3Q 5,239,394 株 25年4月期3Q 5,239,911 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、政府の金融緩和策や経済政策を背景に、企業収益の改善や消費

税増税前の個人消費の持ち直しが見られる等、緩やかな回復基調が続いております。しかしながら、今後の政策次第

では、現在上向きつつある景気の動向が懸念される状況にあります。また、新興国経済の成長鈍化や欧州経済低迷の

長期化などが懸念され、先行き不透明な状況に変化なく推移しました。 

このような状況のなか、当社グループは新５層フィルムによる多角的に市場をつかむ活動を継続中であり、食品分

野での手詰め需要の減少を自動給袋機向け需要への対応拡大や、非食品分野である医療用、産業用向けでの、新たな

需要を掘り起こす活動で販売の拡大に努めてまいりました結果、売上高は19億98百万円（前年同四半期比2.0％増）

となりました。 

利益につきましては、昨年の原材料価格の高騰による影響が色濃く残りましたが、全社あげてのコスト削減に取り

組んだ結果、営業利益は 百万円（前年同四半期比43.4％増）となりました。また、受取利息や作業くず売却益の計

上も加えた経常利益は、昨年計上した貸倒引当金繰入額を前期末に貸倒懸念が解消されたことにより戻し入れた結

果、 百万円（前年同四半期比71.7％増）、四半期純利益は 百万円（前年同四半期比346.0％増）となりました。 

用途別の売上高につきましては、食品分野では、天候の影響で野菜、漬物市場の需要が大きく減少しましたが、深

絞り用途向けフィルム（ＦＬＢ）並びに薄くて強いフィルム（ＳＴ）の増加、さらに今期導入したサイドシールを施

した５層三方袋（ＳＢＮ）規格の市場拡大により概ね補填することができました結果、12億16百万円（前年同四半期

比0.4％減）となりました。 

非食品分野では、電子分野は国内、輸出向けが大きく落ち込みましたが、医療器具用袋や産業用品保存用のケース

内袋、自動車向け製品など堅調な伸びが補填増加した結果、3億82百万円（前年同四半期比5.0％増）となりました。

商品等につきましては、前期同様に突き刺し強度の高いフィルム（ＳＰパック）の堅調な推移と、子会社エイワフ

ァインプロセシング㈱の加工によるシュリンクフィルムの販路拡大などにより、4億円（前年同四半期比6.9％増）と

なりました。 
   
（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ88百万円増加いた

しました。これは主に受取手形及び売掛金が83百万円、商品及び製品が17百万円、仕掛品が27百万円、原材料及び貯

蔵品が14百万円増加したものの、現金及び預金が32百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ22百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が14百

万円、投資その他の資産が7百万円減少したこと等によるものであります。 

この結果、総資産は、 百万円となり、前事業年度末に比べ66百万円増加いたしました。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ1億7百万円増加いたし

ました。これは主に支払手形及び買掛金が90百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は 百万円とな

り、前事業年度末に比べ19百万円減少いたしました。これは主に役員退職慰労引当金が15百万円減少したこと等によ

るものであります。 

この結果、負債合計は、 百万円となり、前事業年度末に比べ88百万円増加いたしました。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前事業年度末に比べ21百万円減少いたし

ました。これは主に四半期純利益金額19百万円、剰余金の配当41百万円等によるものであります。 

この結果、自己資本比率は ％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４月期の業績予想につきましては、平成25年12月13日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

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

31
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13億7
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80.8

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）

前連結会計年度 
(平成25年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 777,017 744,905

受取手形及び売掛金 654,705 737,853

商品及び製品 78,781 96,208

仕掛品 24,762 52,598

原材料及び貯蔵品 40,341 54,577

関係会社短期貸付金 800,000 800,000

その他 46,052 24,356

貸倒引当金 △422 △475

流動資産合計 2,421,239 2,510,025

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 419,439 399,695

機械装置及び運搬具（純額） 155,478 163,889

土地 634,701 634,701

その他（純額） 44,628 41,531

有形固定資産合計 1,254,248 1,239,818

無形固定資産 171 90

投資その他の資産   

投資有価証券 37,472 38,421

その他 37,495 28,932

貸倒引当金 △94 △11

投資その他の資産合計 74,873 67,342

固定資産合計 1,329,292 1,307,250

資産合計 3,750,532 3,817,276



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 443,093 533,284

短期借入金 21,748 21,004

未払法人税等 26,870 4,169

賞与引当金 17,159 19,402

その他 62,592 101,119

流動負債合計 571,463 678,979

固定負債   

長期借入金 5,491 3,988

退職給付引当金 1,857 2,079

役員退職慰労引当金 50,483 34,662

資産除去債務 10,500 10,500

その他 3,449 1,162

固定負債合計 71,781 52,391

負債合計 643,244 731,371

純資産の部   

株主資本   

資本金 774,000 774,000

資本剰余金 1,150,310 1,150,310

利益剰余金 1,828,413 1,805,742

自己株式 △263,394 △263,394

株主資本合計 3,489,329 3,466,658

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,006 5,955

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

為替換算調整勘定 485 825

その他の包括利益累計額合計 △382,041 △380,753

純資産合計 3,107,287 3,085,905

負債純資産合計 3,750,532 3,817,276



（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５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成26年１月31日) 

売上高 1,960,137 1,998,977

売上原価 1,378,167 1,444,776

売上総利益 581,970 554,201

販売費及び一般管理費 560,316 523,147

営業利益 21,653 31,053

営業外収益   

受取利息 11,098 6,100

受取配当金 952 1,035

受取補償金 936 2,080

作業くず売却益 4,287 4,337

その他 3,764 1,385

営業外収益合計 21,038 14,940

営業外費用   

支払利息 407 327

売上割引 612 694

貸倒引当金繰入額 9,318 －

支払手数料 5,000 －

その他 1,173 22

営業外費用合計 16,510 1,044

経常利益 26,181 44,949

税金等調整前四半期純利益 26,181 44,949

法人税、住民税及び事業税 13,105 13,400

法人税等調整額 8,761 12,304

法人税等合計 21,866 25,705

少数株主損益調整前四半期純利益 4,314 19,244

四半期純利益 4,314 19,244



（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５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成26年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,314 19,244

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 38,142 949

為替換算調整勘定 162 339

その他の包括利益合計 38,305 1,288

四半期包括利益 42,620 20,532

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 42,620 20,532



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

当社グループは、プラスチックフィルム製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

   

（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）
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