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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

24年3月期第3四半期 7,979 6.6 262 ― 243 ― 210 ―

23年3月期第3四半期 7,485 3.1 △430 ― △444 ― △436 ―

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

24年3月期第3四半期 37.77 ―

23年3月期第3四半期 △78.25 ―

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

24年3月期第3四半期 15,090 8,128 53.9 1,459.03
23年3月期 14,241 7,883 55.4 1,414.82

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,128百万円 23年3月期  7,883百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 5.00 ―

24年3月期（予想） 10.00 15.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24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 10,500 6.9 280 ― 260 ― 220 ― 39.48



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 6,377,500 株 23年3月期 6,377,500 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 806,026 株 23年3月期 805,464 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 5,571,828 株 23年3月期3Q 5,572,551 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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 
 当第３四半期累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災による景
気の落ち込みからの立ち直りを見せ、また、タイ国洪水被害の復旧も進む一方で、欧米の財政・金融不安が続くこ
とによる海外経済の減速や円高の長期化などにより企業収益の回復には至らぬ不透明な経済環境となっておりま
す。 
 包装資材業界においては、東日本大震災による業界企業の被災や、夏季電力制限・原材料等の供給制約・海外シ
フト等により、一時的に不安定な生産状況になったことなどにより業界企業間に好不調の差が生じました。その
後、復興需要等に支えられ、個人消費は緩やかに回復しつつあるものの、原材料の値上げや電力問題などもあり、
依然として厳しい事業環境が続いております。 
 当社は、このような状況のもと、包装資材事業は医薬品分野の売上が前年を下回ったものの、化粧品分野や日用
品分野の売上が、夏季節電に備えた在庫積み増しや、その後の復興需要により堅調に推移し、売上高は6,693百万
円（前年同期比3.9％増）となりました。利益面については、生産量の増加や工程隘路解消、品質保証等を目的と
した生産設備を導入し、月間生産計画の精度を上げ、生産バランスを安定化させることに注力した結果、生産体制
が改善され、製造コストの削減が図られたことなどにより、冬場の閑散期を迎えながらも前年同期比で増益となり
ました。 
 精密塗工事業は、新規客先の開拓が進み、また、試作開発製品の量産化移行などにより、売上高は855百万円
（前年同期比45.7％増）となりました。利益面については、売上の増加や経費削減等により、増益となりました。
 その他事業は、受託包装の売上が増加したものの、販促品の売上が減少したことにより、売上高は430百万円
（前年同期比5.2％減）となりました。利益面については、野田事業所の生産性の改善が進んだことなどにより、
増益となりました。 
 以上の結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高7,979百万円（前年同期比6.6％増）、営業利益262
百万円（前年同期 営業損失430百万円）、経常利益243百万円（前年同期 経常損失444百万円）、四半期純利益210
百万円（前年同期 四半期純損失436百万円）となりました。   

   
（２）財政状態に関する定性的情報 
 当第３四半期会計期間末の資産につきましては、前事業年度末に比べ848百万円増加し、15,090百万円となりま
した。これは主に、売上債権が398百万円、棚卸資産が120百万円、信託受益権の増加などにより流動資産のその他
が120百万円、有形固定資産が177百万円増加したことによるものであります。  
 負債につきましては、前事業年度末に比べ603百万円増加し、6,961百万円となりました。これは主に、借入金が
264百万円、設備未払金や設備関係支払手形の増加等により流動負債のその他が431百万円増加したことによるもの
であります。 
 純資産につきましては、前事業年度末に比べ245百万円増加し、8,128百万円となりました。これは主に、四半期
純利益の計上等により利益剰余金が182百万円、投資有価証券の含み損の減少に伴いその他有価証券評価差額金が
61百万円増加したことによるものであります。 

     
（３）業績予想に関する定性的情報 
 平成24年３月期通期の業績予想につきましては、平成23年10月28日に公表いたしました業績予想から修正は行っ
ておりません。   

   

   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（その他）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,288,624 2,359,878 
受取手形及び売掛金 2,453,547 2,851,970 
商品及び製品 351,629 396,541 
仕掛品 396,309 422,637 
原材料及び貯蔵品 143,191 192,728 
その他 828,588 948,865 
貸倒引当金 △1,000 △1,000 

流動資産合計 6,460,891 7,171,621 
固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 1,513,615 1,419,373 
機械及び装置（純額） 2,083,977 2,346,056 
土地 2,319,519 2,319,579 
その他（純額） 131,589 141,561 
有形固定資産合計 6,048,702 6,226,570 

無形固定資産 56,951 51,471 
投資その他の資産   
投資有価証券 950,243 960,688 
その他 726,839 682,102 
貸倒引当金 △1,830 △1,830 

投資その他の資産合計 1,675,252 1,640,960 

固定資産合計 7,780,906 7,919,002 

資産合計 14,241,797 15,090,623 
負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 2,602,606 2,616,341 
短期借入金 350,000 350,000 
1年内返済予定の長期借入金 435,000 446,600 
未払法人税等 4,553 12,854 
賞与引当金 56,000 29,000 
災害損失引当金 26,770 7,450 
その他 697,439 1,129,023 
流動負債合計 4,172,370 4,591,269 

固定負債   
長期借入金 1,251,800 1,504,200 
退職給付引当金 151,274 147,189 
役員退職慰労引当金 302,739 320,007 
その他 480,212 399,021 
固定負債合計 2,186,026 2,370,418 

負債合計 6,358,396 6,961,688 



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 2,244,500 2,244,500 
資本剰余金 2,901,824 2,901,824 
利益剰余金 3,278,729 3,461,326 
自己株式 △456,882 △457,074 

株主資本合計 7,968,170 8,150,576 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △79,438 △18,121 
繰延ヘッジ損益 △5,331 △3,520 

評価・換算差額等合計 △84,770 △21,641 

純資産合計 7,883,400 8,128,935 

負債純資産合計 14,241,797 15,090,623 



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 7,485,840 7,979,710 
売上原価 6,806,282 6,657,343 
売上総利益 679,558 1,322,366 
販売費及び一般管理費 1,109,644 1,059,639 

営業利益又は営業損失（△） △430,086 262,727 

営業外収益   
受取利息 6,830 6,330 
受取配当金 22,441 22,262 
その他 6,032 7,408 
営業外収益合計 35,303 36,001 

営業外費用   
支払利息 39,759 42,128 
その他 9,480 12,763 
営業外費用合計 49,240 54,891 

経常利益又は経常損失（△） △444,022 243,836 

特別利益   
固定資産売却益 393 1,665 
保険差益 328 － 

特別利益合計 722 1,665 

特別損失   
固定資産売却損 356 179 
固定資産除却損 727 2,554 
投資有価証券評価損 － 64,089 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,375 － 
その他 － 1,664 
特別損失合計 3,458 68,488 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △446,759 177,013 

法人税、住民税及び事業税 6,127 6,127 
法人税等調整額 △16,827 △39,571 

法人税等合計 △10,700 △33,443 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △436,059 210,457 



 該当事項はありません。   

   
   

 該当事項はありません。   

   
   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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