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1. 令和3年2月期第2四半期の連結業績（令和2年3月1日～令和2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 ％

3年2月期第2四半期 8,274 1.6 471 43.3 506 35.6 366 58.0

2年2月期第2四半期 8,143 △0.6 329 △38.3 373 △34.8 231 △40.8

（注）包括利益 3年2月期第2四半期　　405百万円 （180.4％） 2年2月期第2四半期　　144百万円 （△63.0％）

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

3年2月期第2四半期 230.60 ―

2年2月期第2四半期 145.92 ―

(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2四半期 14,001 7,211 51.4 4,532.49

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2四半期 7,194百万円 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 ― 0.00

3年2月期（予想） ― 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2Q 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2Q 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2Q 1,587,376 株 2年2月期2Q 1,587,392 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大により、個人消費や企業活

動が制限されるなど、厳しい状況で推移いたしました。

今後は、国外の移動制限も緩和されて、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを段階的に引き

上げていく局面を迎えつつあります。

国内において、さまざまな対策が進められておりますが、国際的な移動の制限などが長期化していることもあ

って、個人消費や企業の業績悪化・停滞が続いており、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループは感染防止策を徹底して、製品の安定供給に努めてまいりました。

営業面では、従来から取り組んでおりました新規取引先開拓活動が複数の得意先で実を結びました。また、既

存の得意先訪問が制限される中でしたが、リモート等を活用しながら受注に努めてまいりました。

生産面では、引き続き内部の生産効率を高めながら、外部委託費用を削減する取り組みを行ってまいりまし

た。また、製品開発として、袋の開封部分に掴み部分ができる従来の「掴めるくん®」の掴み部分の形状を改良し

た「掴めるくん®α(アルファ)」や、環境配慮型ECO製品シリーズとして、バイオマスフィルムを使用したラミネー

ト製品の開発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、82億７千４百万円（前年同期比1.6％増）、損益面で

は、営業利益４億７千１百万円（前年同期比43.3％増）、経常利益５億６百万円（前年同期比35.6％増）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は３億６千６百万円（前年同期比58.0％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における総資産は、前連結会計年度末に比べて５億７千８百万円増加し、140億１

百万円となりました。これは主に、現金及び預金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２億３千５百万円増加し、67億９千万円となりました。これは主に、借入

金の増加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３億４千２百万円増加し、72億１千１百万円となりました。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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２．四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２四半期連結会計期間
(令和２年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,416,444 3,315,961

受取手形及び売掛金 4,828,477 4,294,956

商品及び製品 838,938 846,290

仕掛品 324,973 277,153

原材料及び貯蔵品 195,591 201,777

その他 104,493 118,058

貸倒引当金 △49,433 △49,086

流動資産合計 8,659,485 9,005,112

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,727,437 1,698,059

機械装置及び運搬具（純額） 846,983 840,028

土地 1,054,568 1,054,488

その他（純額） 71,867 270,167

有形固定資産合計 3,700,856 3,862,743

無形固定資産 33,491 34,331

投資その他の資産

投資有価証券 899,726 963,814

その他 150,803 137,004

貸倒引当金 △21,187 △1,635

投資その他の資産合計 1,029,343 1,099,182

固定資産合計 4,763,691 4,996,258

資産合計 13,423,176 14,001,370

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,734,229 1,429,928

電子記録債務 2,867,971 2,248,301

短期借入金 708,877 703,266

1年内返済予定の長期借入金 ― 167,848

未払法人税等 121,570 184,707

賞与引当金 43,404 55,465

その他 550,113 783,742

流動負債合計 6,026,165 5,573,259

固定負債

長期借入金 ― 687,152

役員退職慰労引当金 47,440 49,260

退職給付に係る負債 404,584 410,912

その他 75,843 69,438

固定負債合計 527,867 1,216,762

負債合計 6,554,032 6,790,022
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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２四半期連結会計期間
(令和２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 4,010,668 4,313,223

自己株式 △3,494 △3,494

株主資本合計 6,600,934 6,903,490

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 270,997 313,510

為替換算調整勘定 △15,894 △23,350

退職給付に係る調整累計額 △2,229 1,121

その他の包括利益累計額合計 252,873 291,281

非支配株主持分 15,335 16,576

純資産合計 6,869,144 7,211,348

負債純資産合計 13,423,176 14,001,370



丸東産業株式会社(7894) 令和３年２月期 第２四半期決算短信

― 5 ―

（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31年３月１日
　至 令和元年８月31日)

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

売上高 8,143,382 8,274,225

売上原価 6,723,538 6,761,390

売上総利益 1,419,844 1,512,834

販売費及び一般管理費 1,090,643 1,041,228

営業利益 329,200 471,606

営業外収益

受取配当金 39,990 48,046

為替差益 4,375 ―

貸倒引当金戻入額 ― 19,462

その他 9,658 17,672

営業外収益合計 54,024 85,181

営業外費用

支払利息 5,883 4,671

手形売却損 228 227

固定資産除売却損 ― 32,822

為替差損 ― 10,052

その他 3,816 2,639

営業外費用合計 9,928 50,412

経常利益 373,296 506,375

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 28,055 ―

特別損失合計 28,055 ―

税金等調整前四半期純利益 357,166 506,375

法人税、住民税及び事業税 120,787 163,276

法人税等調整額 4,227 △24,821

法人税等合計 125,015 138,455

四半期純利益 232,151 367,920

非支配株主に帰属する四半期純利益 521 1,869

親会社株主に帰属する四半期純利益 231,629 366,050
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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31年３月１日
　至 令和元年８月31日)

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

四半期純利益 232,151 367,920

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △83,621 42,513

退職給付に係る調整額 4,890 3,350

為替換算調整勘定 △8,758 △8,085

その他の包括利益合計 △87,488 37,778

四半期包括利益 144,662 405,698

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 143,710 404,457

非支配株主に係る四半期包括利益 951 1,241
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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31年３月１日
　至 令和元年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
　至 令和２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 357,166 506,375

減価償却費 204,181 206,122

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,762 △19,462

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △4,410 6,328

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,930 1,820

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,564 12,061

受取利息及び受取配当金 △40,118 △48,255

支払利息 5,883 4,671

投資有価証券評価損益（△は益） 28,055 ―

有形固定資産除売却損益（△は益） ― 32,822

売上債権の増減額（△は増加） △465,840 547,475

国庫補助金 △11,926 ―

たな卸資産の増減額（△は増加） △269,486 31,090

仕入債務の増減額（△は減少） 891,319 △917,544

その他の資産の増減額（△は増加） 2,637 △10,783

その他の負債の増減額（△は減少） △12,394 △63,096

その他 5,927 405

小計 706,390 290,028

利息及び配当金の受取額 40,118 48,255

利息の支払額 △5,753 △5,506

法人税等の支払額 △152,635 △78,643

補助金の受取額 11,926 ―

営業活動によるキャッシュ・フロー 600,045 254,134

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 △364,641 △89,808

投資有価証券の取得による支出 △4,274 △4,256

その他 △3,660 △39,910

投資活動によるキャッシュ・フロー △372,576 △133,975

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） 70,465 △5,479

長期借入れによる収入 ― 855,000

長期借入金の返済による支出 △231,845 ―

配当金の支払額 △63,343 △63,349

リース債務の返済による支出 △5,999 △6,582

その他 △100 △34

財務活動によるキャッシュ・フロー △230,823 779,553

現金及び現金同等物に係る換算差額 △816 △196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,170 899,516

現金及び現金同等物の期首残高 1,976,525 2,416,444

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,972,354 3,315,961
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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。

（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。

（会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示）

　 該当事項はありません。

（追加情報）

　 該当事項はありません。
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３．その他

（継続企業の前提に関する重要事象等）

　 該当事項はありません。
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