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1. 平成31年2月期第3四半期の連結業績（平成30年3月1日～平成30年11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 ％

31年2月期第3四半期 12,433 0.3 785 8.5 817 6.2 559 △2.9

30年2月期第3四半期 12,395 3.2 724 9.8 769 12.7 576 △1.7

（注）包括利益 31年2月期第3四半期　　514百万円 （△17.8％） 30年2月期第3四半期　　625百万円 （△2.0％）

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3四半期 352.52 ―

30年2月期第3四半期 362.87 ―

(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3四半期 12,668 6,448 50.8 4,055.08

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3四半期 6,437百万円 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3Q 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3Q 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3Q 1,587,401 株 30年2月期3Q 1,587,460 株

※ 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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、引き続き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、当社の製品の原材料であるフィルムや合成樹脂の価格は、引き続き高値

の状況で推移してまいりました。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易い「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®」と共に拡販に努めてまいり

ました。また、10月に行われました「TOKYO PACK 2018」に出展し、独自の機能性製品の紹介に注力してまいりま

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べく、引き続き生産効率の向上や製造

方法の改善を推進してまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間において売上高は、124億３千３百万円（前年同期比0.3％増）、損益面

では、営業利益７億８千５百万円（前年同期比8.5％増）、経常利益８億１千７百万円（前年同期比6.2％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は、５億５千９百万円（前年同期比2.9％減）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における総資産は、前連結会計年度末に比べて１億１千３百万円増加し、126億６

千８百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が増加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３億５千２百万円減少し、62億１千９百万円となりました。これは主に、

借入金の返済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４億６千６百万円増加し、64億４千８百万円となりました。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３四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３四半期連結会計期間
(平成30年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,992,321 1,897,197

受取手形及び売掛金 4,035,504 4,381,007

商品及び製品 842,540 762,624

仕掛品 285,337 273,103

原材料及び貯蔵品 128,089 245,465

その他 213,093 228,328

貸倒引当金 △42,781 △50,253

流動資産合計 7,454,106 7,737,473

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,814,997 1,732,307

機械装置及び運搬具（純額） 815,142 757,287

土地 1,054,842 1,054,780

その他（純額） 132,807 176,585

有形固定資産合計 3,817,789 3,720,960

無形固定資産 24,276 26,087

投資その他の資産

投資有価証券 1,232,432 1,157,229

その他 37,646 41,717

貸倒引当金 △11,354 △14,961

投資その他の資産合計 1,258,724 1,183,984

固定資産合計 5,100,790 4,931,032

資産合計 12,554,896 12,668,505

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,438,242 1,698,181

電子記録債務 2,155,183 1,969,405

短期借入金 722,920 723,828

1年内返済予定の長期借入金 533,880 382,095

未払法人税等 184,200 179,145

賞与引当金 38,927 146,487

その他 611,320 503,461

流動負債合計 5,684,673 5,602,605

固定負債

長期借入金 248,625 ―

役員退職慰労引当金 46,380 50,220

退職給付に係る負債 409,619 422,929

その他 183,360 143,981

固定負債合計 887,984 617,130

負債合計 6,572,657 6,219,735
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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３四半期連結会計期間
(平成30年11月30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 3,440,032

自己株式 △3,434 △3,434

株主資本合計 5,518,388 6,030,359

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 492,698 437,095

為替換算調整勘定 △6,025 △6,358

退職給付に係る調整累計額 △31,177 △24,061

その他の包括利益累計額合計 455,495 406,675

非支配株主持分 8,355 11,734

純資産合計 5,982,239 6,448,769

負債純資産合計 12,554,896 12,668,505
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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29年３月１日
　至 平成29年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年11月30日)

売上高 12,395,616 12,433,262

売上原価 10,093,297 10,078,168

売上総利益 2,302,318 2,355,094

販売費及び一般管理費 1,578,091 1,569,649

営業利益 724,227 785,444

営業外収益

受取配当金 33,487 35,284

為替差益 27,859 10,080

その他 9,577 11,091

営業外収益合計 70,925 56,456

営業外費用

支払利息 15,076 11,626

手形売却損 347 315

固定資産除売却損 5,780 6,143

その他 4,416 6,522

営業外費用合計 25,622 24,608

経常利益 769,530 817,292

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 802,764 817,292

法人税、住民税及び事業税 264,673 296,556

法人税等調整額 △39,949 △42,127

法人税等合計 224,723 254,429

四半期純利益 578,040 562,863

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,002 3,270

親会社株主に帰属する四半期純利益 576,037 559,593
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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29年３月１日
　至 平成29年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年11月30日)

四半期純利益 578,040 562,863

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 52,725 △55,602

退職給付に係る調整額 7,780 7,115

為替換算調整勘定 △12,965 △223

その他の包括利益合計 47,540 △48,710

四半期包括利益 625,581 514,153

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 623,308 510,773

非支配株主に係る四半期包括利益 2,272 3,379
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（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）

　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。
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