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1. 令和3年2月期第1四半期の連結業績（令和2年3月1日～令和2年5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 ％

3年2月期第1四半期 4,208 8.0 251 125.8 279 99.0 186 86.9

2年2月期第1四半期 3,897 △4.6 111 △60.0 140 △54.0 99 △52.3

（注）包括利益 3年2月期第1四半期　　220百万円 （1,129.3％） 2年2月期第1四半期　　17百万円 （△92.7％）

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

3年2月期第1四半期 117.33 ―

2年2月期第1四半期 62.79 ―

(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

3年2月期第1四半期 13,478 7,025 52.0 4,416.60

2年2月期 13,423 6,869 51.1 4,317.70

（参考）自己資本 3年2月期第1四半期 7,010百万円 2年2月期 6,853百万円

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

2年2月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00

3年2月期 ―

3年2月期（予想） 0.00 ― 40.00 40.00

（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. 令和 3年 2月期の連結業績予想（令和 2年 3月 1日～令和 3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 16,850 1.2 835 7.9 860 4.2 570 5.9 359.08

（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） 3年2月期1Q 1,590,250 株 2年2月期 1,590,250 株

② 期末自己株式数 3年2月期1Q 2,874 株 2年2月期 2,874 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 3年2月期1Q 1,587,376 株 2年2月期1Q 1,587,401 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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大により、政府から緊急事

態宣言が発出されるなど、厳しい状況で推移いたしました。

世界経済におきましても、ＷＨＯ（世界保健機関）よりパンデミック宣言が出され現在まで渡航が制限される

など全世界的に、先行きが不透明な状態が続いております。

　当軟包装業界におきましては、食品業界を中心に底堅い需要があるものの、海外からの観光客の減少に伴う需

要減などがあり、当社を取り巻く環境は依然として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、政府・自治体の要請に対応し、感染予防対策を講じることで、従業員

及びご家族、お客様のほか、弊社に関係される全ての皆様の健康と安全を第一に考え、工場における通常操業を

継続し、製品の安定供給に努めてまいりました。営業面では、在宅勤務や時差出勤などを活用して、お客様から

の需要に応えてまいりました。前第１四半期連結会計期間は食品表示法改正に伴う受注の集中により外部委託費

用が増加し厳しい状況がありましたが、当第１四半期連結会計期間は落ちつきを取り戻しております。加えてい

わゆる巣ごもり需要もあり、当社の収益については一昨年の水準まで戻すことができました。

しかしながら、海外子会社があります香港では、新型コロナウイルス感染症拡大やデモ活動の長期化から厳し

い状況で推移いたしました。

この結果、当第１四半期連結累計期間において売上高は、42億８百万円（前年同期比8.0％増）、損益面では、

営業利益２億５千１百万円（前年同期比125.8％増）、経常利益２億７千９百万円（前年同期比99.0％増）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は、１憶８千６百万円（前年同期比86.9％増）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第１四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５千５百万円増加し、134億７千８

百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金や投資有価証券の増加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１億１百万円減少し、64億５千２百万円となりました。これは主に、電子

記録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１億５千６百万円増加し、70億２千５百万円となりました。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

通期の連結業績予想につきましては、令和２年４月14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
(令和２年２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(令和２年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,416,444 2,311,225

受取手形及び売掛金 4,828,477 4,897,280

商品及び製品 838,938 880,338

仕掛品 324,973 339,966

原材料及び貯蔵品 195,591 185,336

その他 104,493 115,809

貸倒引当金 △49,433 △42,567

流動資産合計 8,659,485 8,687,389

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,727,437 1,728,579

機械装置及び運搬具（純額） 846,983 794,775

土地 1,054,568 1,054,536

その他（純額） 71,867 91,851

有形固定資産合計 3,700,856 3,669,742

無形固定資産 33,491 34,198

投資その他の資産

投資有価証券 899,726 954,636

その他 150,803 151,416

貸倒引当金 △21,187 △18,662

投資その他の資産合計 1,029,343 1,087,390

固定資産合計 4,763,691 4,791,331

資産合計 13,423,176 13,478,721

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,734,229 1,724,377

電子記録債務 2,867,971 2,746,866

短期借入金 708,877 710,988

未払法人税等 121,570 125,384

賞与引当金 43,404 121,958

その他 550,113 495,395

流動負債合計 6,026,165 5,924,970

固定負債

役員退職慰労引当金 47,440 47,570

退職給付に係る負債 404,584 407,622

その他 75,843 72,669

固定負債合計 527,867 527,861

負債合計 6,554,032 6,452,832
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(単位：千円)

前連結会計年度
(令和２年２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(令和２年５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 4,010,668 4,133,421

自己株式 △3,494 △3,494

株主資本合計 6,600,934 6,723,687

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 270,997 310,026

為替換算調整勘定 △15,894 △22,334

退職給付に係る調整累計額 △2,229 △553

その他の包括利益累計額合計 252,873 287,138

非支配株主持分 15,335 15,062

純資産合計 6,869,144 7,025,888

負債純資産合計 13,423,176 13,478,721
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成31年３月１日
　至 令和元年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
　至 令和２年５月31日)

売上高 3,897,084 4,208,008

売上原価 3,255,769 3,432,047

売上総利益 641,314 775,961

販売費及び一般管理費 529,979 524,585

営業利益 111,334 251,375

営業外収益

受取配当金 27,615 35,930

為替差益 1,355 ―

その他 5,813 11,757

営業外収益合計 34,784 47,688

営業外費用

支払利息 3,038 2,346

手形売却損 116 122

為替差損 ― 12,300

固定資産除売却損 ― 3,959

売上割引 793 873

その他 1,962 433

営業外費用合計 5,911 20,036

経常利益 140,208 279,027

特別利益

国庫補助金 11,926 ―

特別利益合計 11,926 ―

特別損失

投資有価証券評価損 182 ―

特別損失合計 182 ―

税金等調整前四半期純利益 151,952 279,027

法人税、住民税及び事業税 58,448 111,687

法人税等調整額 △6,122 △19,936

法人税等合計 52,326 91,750

四半期純利益 99,625 187,277

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△43 1,029

親会社株主に帰属する四半期純利益 99,669 186,248
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成31年３月１日
　至 令和元年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
　至 令和２年５月31日)

四半期純利益 99,625 187,277

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △84,746 39,028

為替換算調整勘定 592 △7,742

退職給付に係る調整額 2,445 1,675

その他の包括利益合計 △81,709 32,962

四半期包括利益 17,916 220,239

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 17,615 220,512

非支配株主に係る四半期包括利益 300 △272
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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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