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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年９月30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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第２四半期 9,038 5.3 685 6.6 782 15.7 571 22.8

29年３月期第２四半期 8,582 △4.0 642 46.1 675 25.1 465 △5.4
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 634百万円( 78.1％) 29年３月期第２四半期 356百万円( 10.3％)
　

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

30年３月期第２四半期 142.51 －

29年３月期第２四半期 116.05 －
　

※ 平成29年10月１日を効力発生日として普通株式２株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度
の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

　

（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 ％

30年３月期第２四半期 20,858 13,114 62.8

29年３月期 20,007 12,593 62.9
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 13,094百万円 29年３月期 12,578百万円
　

　　

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

29年３月期 － 11.00 － 14.00 25.00

30年３月期 － 12.50

30年３月期(予想) － 25.00 －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

※ 平成29年10月１日を効力発生日として普通株式２株につき１株の割合で株式併合を実施しております。平成30年３月
期（予想）の１株当たり期末配当金は、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「－」とし
て記載しております。なお、実質的な年間配当金合計は、平成29年３月期と同額の予定であります。

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 18,500 7.3 1,400 1.6 1,600 4.3 1,100 2.2 274.40
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

※ 平成30年３月期の通期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、株式併合の影響を考慮しております。
詳細については、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
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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 ―社（社名） 、除外 １社（社名） 大連大石包装有限公司
　

　

（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) 30年３月期２Ｑ 4,664,000株 29年３月期 4,664,000株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 655,452株 29年３月期 655,242株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 4,008,644株 29年３月期２Ｑ 4,009,347株
　

※１．平成29年10月１日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該
株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数および期中平均株式数を算定しております。

２．期末自己株式数には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の保有する当社株式（30年３月期２Ｑ
98,000株、29年３月期 ―株）が含まれております。

　 また、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算におい
て控除する自己株式に含めております（30年３月期２Ｑ 6,426株、29年３月期 ―株）。

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です
　

※ 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)

　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、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「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。

(株式併合後の配当及び連結業績予想について)

当社は、平成29年６月28日開催の第71期定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成29年10月

１日を効力発生日として、普通株式２株につき１株の割合で株式併合を実施しております。なお、株式併合考慮前

に換算した平成30年３月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。

１．平成30年３月期の配当予想 １株当たり配当金 第２四半期末12円50銭（注１） 期末12円50銭（注２）

２．平成30年３月期の通期の連結業績予想 １株当たり当期純利益 期末 137円20銭

　 （注１）第２四半期末の配当は、株式併合実施前の株式数に対して支払われます。

　 （注２）株式併合考慮前に換算した配当額であります。

　 （注３）平成30年３月期の１株当たり年間配当金（株式併合考慮前）は25円00銭となります。
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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

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、個人消費や設備投資に持ち直しの動きが見られ、雇用・所得

環境の改善により緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、米国の新政権による政策動向や、中国を

始めとするアジア新興国の経済動向、さらには東アジアにおける地政学的リスクの高まり等、世界経済の不確実性

により、金融資本市場への影響が懸念されるなど、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

このような経営環境のもと、当社グループは、トータル・パッケージング・ソリューション提案による顧客満足

を徹底的に追求するとともに、全社をあげてイノベーション活動に取り組み、業績向上に努めてまいりました。

その結果、売上高は主にフィルム製品の増収、海外部門における化学・食品向け重包装袋及び段ボール製品の大

型ケース拡販等により90億38百万円（前年同期比5.3％増）となりました。利益については、売上増加や為替差益に

より、営業利益は６億85百万円（前年同期比6.6％増）、経常利益は７億82百万円（前年同期比15.7％増）、親会社

株主に帰属する四半期純利益は５億71百万円（前年同期比22.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四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て８億50百万円増加し、208億58百万円となり

ました。

流動資産については、受取手形及び売掛金（電子記録債権を含む）、たな卸資産の増加等により前連結会計年度

末に比べて５億58百万円増加しております。固定資産については、有形固定資産、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２億92百万円増加しております。

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は77億43百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億29百万円

の増加となりました。流動負債については、電子記録債務の増加等により、前連結会計年度末に比べて４億55百万

円増加しております。固定負債については、長期借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べて１億25百万円

減少しております。

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は131億14百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億20百万

円の増加となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ８

百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には52億77百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって得られた資金は、４億53百万円（前年同期比26百万円の増加）となりました。主な収入項目

は、税金等調整前四半期純利益７億54百万円、主な支出項目は、法人税等の支払額２億37百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、２億22百万円（前年同期比15百万円の減少）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出２億32百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、２億14百万円（前年同期比１億57百万円の増加）となりました。これは主に、

長期借入金の返済による支出１億円及び、配当金の支払額１億12百万円等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の見通しにつきましては、平成29年５月10日に公表しました業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,381,134 5,389,350

受取手形及び売掛金 3,836,309 4,099,599

電子記録債権 347,173 461,797

商品及び製品 643,129 710,718

仕掛品 143,940 145,203

原材料及び貯蔵品 811,220 828,722

その他 294,615 381,592

貸倒引当金 △14,026 △15,273

流動資産合計 11,443,496 12,001,711

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,280,030 2,547,204

機械装置及び運搬具（純額） 1,576,995 2,363,583

その他（純額） 2,592,465 1,815,770

有形固定資産合計 6,449,490 6,726,558

無形固定資産 218,419 171,753

投資その他の資産

投資有価証券 897,421 1,051,092

退職給付に係る資産 445,146 450,877

その他 611,483 514,265

貸倒引当金 △58,249 △58,177

投資その他の資産合計 1,895,802 1,958,058

固定資産合計 8,563,713 8,856,371

資産合計 20,007,209 20,858,082

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,348,998 1,281,187

電子記録債務 1,650,667 1,844,033

短期借入金 659,449 661,866

未払法人税等 221,033 113,934

賞与引当金 223,393 218,597

その他 966,220 1,405,310

流動負債合計 5,069,762 5,524,928

固定負債

長期借入金 677,070 520,156

退職給付に係る負債 1,380,622 1,382,213

その他 286,070 316,104

固定負債合計 2,343,763 2,218,475

負債合計 7,413,526 7,743,403
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 466,400 466,400

資本剰余金 345,584 416,991

利益剰余金 12,638,012 13,097,023

自己株式 △728,061 △799,843

株主資本合計 12,721,935 13,180,571

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 335,097 375,469

為替換算調整勘定 △349,907 △339,856

退職給付に係る調整累計額 △128,312 △121,507

その他の包括利益累計額合計 △143,122 △85,894

非支配株主持分 14,870 20,002

純資産合計 12,593,683 13,114,678

負債純資産合計 20,007,209 20,858,082
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 8,582,348 9,038,895

売上原価 6,454,710 6,867,911

売上総利益 2,127,638 2,170,984

販売費及び一般管理費 1,484,745 1,485,381

営業利益 642,892 685,602

営業外収益

受取利息 1,577 1,661

受取配当金 7,749 9,233

受取賃貸料 95,418 95,418

為替差益 19,521 66,760

その他 26,202 37,524

営業外収益合計 150,468 210,598

営業外費用

支払利息 23,669 20,253

不動産賃貸費用 8,184 6,920

売上割引 2,117 1,732

デリバティブ評価損 76,557 78,283

その他 6,933 7,007

営業外費用合計 117,462 114,197

経常利益 675,899 782,002

特別利益

固定資産売却益 － 5,000

投資有価証券売却益 2,783 －

特別利益合計 2,783 5,000

特別損失

固定資産売却損 389 －

固定資産除却損 12,125 13,116

関係会社出資金売却損 － 19,468

特別損失合計 12,515 32,585

税金等調整前四半期純利益 666,167 754,417

法人税、住民税及び事業税 164,987 140,754

法人税等調整額 32,517 36,793

法人税等合計 197,504 177,547

四半期純利益 468,663 576,869

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,361 5,612

親会社株主に帰属する四半期純利益 465,302 571,256
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 468,663 576,869

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 14,022 40,371

為替換算調整勘定 △140,300 10,051

退職給付に係る調整額 13,712 6,805

その他の包括利益合計 △112,564 57,227

四半期包括利益 356,098 634,097

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 354,043 628,965

非支配株主に係る四半期包括利益 2,054 5,131
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（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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 666,167 754,417

減価償却費 296,728 330,769

貸倒引当金の増減額（△は減少） 794 1,175

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,368 △4,795

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 23,883 10,951

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △93,408 －

受取利息及び受取配当金 △9,326 △10,894

支払利息 23,669 20,253

為替差損益（△は益） △46,599 △60,790

固定資産売却損益（△は益） 389 △5,000

固定資産除却損 12,125 13,116

投資有価証券売却損益（△は益） △2,783 －

関係会社出資金売却損益（△は益） － 19,468

売上債権の増減額（△は増加） △35,952 △377,898

たな卸資産の増減額（△は増加） 199,251 △84,602

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △9,363 △5,311

仕入債務の増減額（△は減少） △159,972 133,325

その他 △270,144 △33,157

小計 594,091 701,026

利息及び配当金の受取額 10,035 9,871

利息の支払額 △23,669 △20,253

法人税等の支払額 △153,608 △237,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 426,848 453,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △65,000 △15,000

定期預金の払戻による収入 65,000 15,000

有形固定資産の取得による支出 △345,999 △232,257

有形固定資産の除却による支出 △2,371 △3,484

有形固定資産の売却による収入 1,794 5,000

無形固定資産の取得による支出 △688 △3,349

投資有価証券の取得による支出 △8,633 △101,112

投資有価証券の売却による収入 2,953 －

投資有価証券の償還による収入 100,000 －

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却
による収入

－ 109,607

貸付けによる支出 △1,809 △1,200

貸付金の回収による収入 16,027 4,237

その他 427 259

投資活動によるキャッシュ・フロー △238,298 △222,299
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 135,900 12,800

長期借入金の返済による支出 △74,421 △100,120

自己株式の取得による支出 △637 △180,695

自己株式の売却による収入 － 180,320

配当金の支払額 △100,154 △112,145

その他 △17,252 △14,198

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,565 △214,039

現金及び現金同等物に係る換算差額 △66,861 △8,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 65,122 8,216

現金及び現金同等物の期首残高 4,462,616 5,269,134

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,527,739 5,277,350
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（追加情報）

(取締役等に対する株式報酬制度)

当社は平成29年６月28日開催の第71期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対

し、信託を用いた株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入しております。

(1) 本制度の概要

本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」という。）が当社株式を取得

し、取締役に対して、当社が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、当社株式が本信託を

通じて交付される株式報酬制度であります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締

役の退任時であります。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用を除く。）により純資産の部に自己株式として

計上しております。当第２四半期連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額は180,320千円、株式数は196,000

株であります。
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