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1. 平成31年2月期第2四半期の連結業績（平成30年3月1日～平成30年8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
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 ％

31年2月期第2四半期 8,192 1.0 533 13.9 572 13.6 391 1.0

30年2月期第2四半期 8,107 2.9 468 11.8 503 12.1 387 △9.9

（注）包括利益 31年2月期第2四半期　　391百万円 （9.9％） 30年2月期第2四半期　　356百万円 （△15.6％）

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

31年2月期第2四半期 246.65 ―

30年2月期第2四半期 244.09 ―

※当社は、平成29年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。これに伴い、前連結会計年度期首に当該株式併合が行
われたと仮定し、１株当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 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

31年2月期第2四半期 12,540 6,325 50.4 3,978.44

30年2月期 12,554 5,982 47.6 3,763.31

（参考）自己資本 31年2月期第2四半期 6,315百万円 30年2月期 5,973百万円

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

30年2月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

31年2月期 ― 0.00

31年2月期（予想） ― 30.00 30.00

（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31年 2月期の連結業績予想（平成30年 3月 1日～平成31年 2月28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 16,700 2.1 890 1.4 940 1.1 640 △5.7 403.17

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 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） 31年2月期2Q 1,590,250 株 30年2月期 1,590,250 株

② 期末自己株式数 31年2月期2Q 2,849 株 30年2月期 2,849 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年2月期2Q 1,587,401 株 30年2月期2Q 1,587,468 株

(注)平成29年９月１日付けで普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。これに伴い、前連結会計年度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、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

本資料のうち、将来の見通し及び計画に基づく予想は現時点で入手された情報に基づいて策定しております。

実際の業績は今後さまざまな要因によりこれらの予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

本資料の予測に関する事項は【添付資料】の２ページ目を参照ください。
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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わが国経済は、雇用や所得環境の改善を背景として、緩やかな回復基調で

推移いたしました。しかし、原油・ナフサ価格は依然として高値圏が継続しており、これに伴って、当社製品の

原材料であるフィルムや合成樹脂の価格は引続き上昇しており、また、物流業界の人手不足に伴い物流コストが

上昇するなど、当社グループを取り巻く環境は厳しい状況が続いております。

このような状況のもと当社グループは、４月に、袋を開封した時に段差ができて開けやすい「掴めるくん ™ 」

を新発売し、当社独自製品であります「直進くん®」及び「吸湿くん®」並びに「遮光くん®」とともに拡販に努

め、また、「マルトップＭＬ®」などの既存製品の品質改良に努めてまいりました。生産部門におきましては、原

材料価格及び物流費の上昇を吸収するため、引き続き生産効率の向上や製造方法の改善などに努めてまいりまし

た。

この結果、当第２四半期連結累計期間において売上高は、81億９千２百万円（前年同期比1.0％増）、損益面で

は、営業利益５億３千３百万円（前年同期比13.9％増）、経常利益５億７千２百万円（前年同期比13.6％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は、３億９千１百万円（前年同期比1.0％増）となりました。

当第２四半期連結累計期間のトピックスといたしまして、公益社団法人日本包装技術協会が主催する「日本パ

ッケージングコンテスト」にて、当社の独自製品であります「遮光くん®」が食品包装部門賞に入賞いたしまし

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における総資産は、前連結会計年度末に比べて１千４百万円減少し、125億４千万

円となりました。これは主に、現金及び預金が減少したことなどによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末に比べて３億５千８百万円減少し、62億１千４百万円となりました。これは主に、

長期借入金の返済や仕入債務の減少などによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べて３億４千３百万円増加し、63億２千５百万円となりました。これは主に、

利益剰余金の増加など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

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成30年４月13日発表の業績予想から修正

しておりません。
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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

　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。

（４）追加情報

　該当事項はありません。
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３．四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30年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,992,321 1,871,906

受取手形及び売掛金 4,035,504 4,294,089

商品及び製品 842,540 842,740

仕掛品 285,337 200,649

原材料及び貯蔵品 128,089 182,199

その他 213,093 172,538

貸倒引当金 △42,781 △49,710

流動資産合計 7,454,106 7,514,414

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,814,997 1,760,836

機械装置及び運搬具（純額） 815,142 802,441

土地 1,054,842 1,054,718

その他（純額） 132,807 111,810

有形固定資産合計 3,817,789 3,729,807

無形固定資産 24,276 22,512

投資その他の資産

投資有価証券 1,232,432 1,245,135

その他 37,646 41,124

貸倒引当金 △11,354 △12,955

投資その他の資産合計 1,258,724 1,273,305

固定資産合計 5,100,790 5,025,624

資産合計 12,554,896 12,540,038

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,438,242 1,392,962

電子記録債務 2,155,183 2,062,822

短期借入金 722,920 769,884

1年内返済予定の長期借入金 533,880 498,785

未払法人税等 184,200 221,637

賞与引当金 38,927 57,783

その他 611,320 548,991

流動負債合計 5,684,673 5,552,867

固定負債

長期借入金 248,625 16,780

役員退職慰労引当金 46,380 48,930

退職給付に係る負債 409,619 419,507

その他 183,360 176,045

固定負債合計 887,984 661,263

負債合計 6,572,657 6,214,130
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,807,750 1,807,750

資本剰余金 786,011 786,011

利益剰余金 2,928,061 3,271,978

自己株式 △3,434 △3,434

株主資本合計 5,518,388 5,862,304

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 492,698 498,741

為替換算調整勘定 △6,025 △19,224

退職給付に係る調整累計額 △31,177 △26,433

その他の包括利益累計額合計 455,495 453,083

非支配株主持分 8,355 10,521

純資産合計 5,982,239 6,325,908

負債純資産合計 12,554,896 12,540,038
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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29年３月１日
　至 平成29年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年８月31日)

売上高 8,107,202 8,192,035

売上原価 6,606,040 6,630,742

売上総利益 1,501,161 1,561,293

販売費及び一般管理費 1,032,247 1,027,379

営業利益 468,914 533,913

営業外収益

受取配当金 32,240 34,013

為替差益 7,721 14,547

その他 8,380 8,282

営業外収益合計 48,341 56,844

営業外費用

支払利息 10,144 7,900

手形売却損 241 211

固定資産除売却損 ― 6,143

その他 3,155 4,303

営業外費用合計 13,541 18,559

経常利益 503,714 572,198

特別利益

固定資産売却益 33,233 ―

特別利益合計 33,233 ―

税金等調整前四半期純利益 536,948 572,198

法人税、住民税及び事業税 158,237 194,230

法人税等調整額 △9,887 △16,093

法人税等合計 148,350 178,136

四半期純利益 388,598 394,061

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,120 2,523

親会社株主に帰属する四半期純利益 387,477 391,538
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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29年３月１日
　至 平成29年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年８月31日)

四半期純利益 388,598 394,061

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △22,105 6,042

退職給付に係る調整額 5,187 4,743

為替換算調整勘定 △15,557 △13,556

その他の包括利益合計 △32,475 △2,769

四半期包括利益 356,122 391,291

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 354,898 389,125

非支配株主に係る四半期包括利益 1,224 2,166
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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29年３月１日
　至 平成29年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年８月31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 536,948 572,198

減価償却費 164,992 181,458

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,824 9,412

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,421 9,888

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,970 2,550

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,474 18,856

受取利息及び受取配当金 △32,334 △34,145

支払利息 10,144 7,900

有形固定資産除売却損益（△は益） △33,233 6,143

売上債権の増減額（△は増加） △473,552 △268,232

たな卸資産の増減額（△は増加） △46,258 23,765

仕入債務の増減額（△は減少） 258,118 △130,730

その他の資産の増減額（△は増加） 2,631 49,012

その他の負債の増減額（△は減少） 41,451 118,859

その他 4,463 3,061

小計 439,279 569,998

利息及び配当金の受取額 32,334 34,145

利息の支払額 △9,975 △7,709

法人税等の支払額 △124,494 △136,985

営業活動によるキャッシュ・フロー 337,143 459,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △162,824 △290,987

有形固定資産の売却による収入 50,865 ―

投資有価証券の取得による支出 △3,965 △4,096

その他 1,511 △9,072

投資活動によるキャッシュ・フロー △114,414 △304,157

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） 99,969 47,366

長期借入金の返済による支出 △266,940 △266,940

配当金の支払額 △47,601 △47,503

リース債務の返済による支出 △5,644 △5,884

財務活動によるキャッシュ・フロー △220,216 △272,961

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,977 △2,745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 536 △120,414

現金及び現金同等物の期首残高 2,108,218 1,992,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,108,754 1,871,906
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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。

４．その他

（１）役員の異動

①代表者の異動

　 該当事項はありません。

②その他の役員の異動

１．新任執行役員（平成30年10月12日付）
　たか みや つ よ し

執行役員総務副本部長 髙 宮 剛 志 （現 総務副本部長兼経理部部長兼法務部部長）

兼経理部部長兼法務部部長
はら ぐち こう いち

執行役員国際事業部事業部長 原 口 耕 一 （現 国際事業部事業部長）　

（２）その他

　該当事項はありません。
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