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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 2,752 16.1 113 ― 107 ― 70 ―

23年3月期第1四半期 2,370 3.4 △136 ― △141 ― △140 ―

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

24年3月期第1四半期 12.68 ―

23年3月期第1四半期 △25.19 ―

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

24年3月期第1四半期 14,493 8,015 55.3 1,438.48
23年3月期 14,241 7,883 55.4 1,414.82

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,015百万円 23年3月期  7,883百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 5.00 ― 10.00 15.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 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

第2四半期(累計) 5,200 3.5 20 ― 10 ― 20 ― 3.59
通期 10,200 3.9 100 ― 80 ― 90 ― 16.15



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 6,377,500 株 23年3月期 6,377,500 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 805,564 株 23年3月期 805,464 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,572,010 株 23年3月期1Q 5,572,696 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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のご注意） 
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、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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  2

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  5

第１四半期累計期間 ………………………………………………………………………………………………  5

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  6

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  6



（１）経営成績に関する定性的情報 
 当第１四半期におけるわが国経済は、東日本大震災による景気の落ち込みから持ち直しつつあるものの、依然と
して原料等の供給の制約や消費者動向の停滞がみられるなか、資源高・円高等の影響や海外生産へのシフト化の懸
念などもあり、先行きを不安視する経済環境となっております。 
 包装資材業界においては、個人消費の一部に持ち直しの動きが見られ、消費者物価は緩やかに上昇しているもの
の、消費者の節約志向から嗜好品等の動きは鈍く、総じて回復基調は緩やかとなっており、価格面・環境面・安全
面において、厳しい事業環境が続いております。 
 当社は、このような状況のもと、包装資材事業は化粧品・医薬品分野の売上がほぼ前年並みにとどまる一方、食
品分野や日用品分野の売上が、夏季節電に備えた在庫積み増しに伴う需要増等もあり、既存客先を中心に拡大し、
売上高は2,357百万円（前年同期比14.5％増）となりました。利益面については、売上が増加したことに加え、東
日本大震災の影響により生産設備の導入に遅れが出たものの、月間生産計画及び生産バランスの整備等により生産
体制の改善が進み、製造コストの削減が図られたことにより、増益となりました。 
 精密塗工事業は、引き続き新規客先の開拓を進める一方、徐々に生産ロットが大きくなってきたことなどによ
り、売上高は257百万円（前年同期比43.6％増）となりました。利益面については、売上の増加や経費削減等によ
り、増益となりました。 
 その他事業は、販促品の売上が減少したものの、受託包装の売上が増加したため、売上高は137百万円（前年同
期比3.7％増）となりました。利益面については、野田事業所の生産性の改善が進んだことなどにより、増益とな
りました。 
 以上の結果、当第１四半期における業績は、売上高2,752百万円（前年同期比16.1％増）、営業利益113百万円
（前年同期 営業損失136百万円）、経常利益107百万円（前年同期 経常損失141百万円）、四半期純利益70百万
円（前年同期 四半期純損失140百万円）となりました。 

  
（２）財政状態に関する定性的情報 
 当第１四半期会計期間末の資産につきましては、前事業年度末に比べ251百万円増加し、14,493百万円となりま
した。これは主に、現金及び預金が357百万円減少したものの、売上債権が529百万円、たな卸資産が119百万円増
加したことによるものであります。  
 負債につきましては、前事業年度末に比べ120百万円増加し、6,478百万円となりました。これは主に、借入金が
108百万円減少したものの、仕入債務が191百万円増加したことによるものであります。 
 純資産につきましては、前事業年度末に比べ131百万円増加し、8,015百万円となりました。これは主に、四半期
純利益の計上により利益剰余金が70百万円、投資有価証券の含み損の減少に伴いその他有価証券評価差額金が60百
万円増加したことによるものであります。 

  
（３）業績予想に関する定性的情報 
 平成24年３月期第２四半期累計期間および通期の業績予想につきましては、夏季節電による休日増及び９月以降
に予想される原材料等の値上げによる影響など不確定な要素が多いため、平成23年５月13日に公表した業績予想の
修正を行っておりません。 
 なお、今後の業績推移等により、業績予想の修正の必要が生じた場合は、適時・適切に開示いたします。 

   

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,288,624 1,931,612 
受取手形及び売掛金 2,453,547 2,983,460 
商品及び製品 351,629 388,786 
仕掛品 396,309 470,961 
原材料及び貯蔵品 143,191 150,497 
その他 828,588 812,841 
貸倒引当金 △1,000 △1,000 

流動資産合計 6,460,891 6,737,158 
固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 1,513,615 1,478,812 
機械及び装置（純額） 2,083,977 1,966,232 
土地 2,319,519 2,319,579 
その他（純額） 131,589 238,229 
有形固定資産合計 6,048,702 6,002,853 

無形固定資産 56,951 54,620 
投資その他の資産   
投資有価証券 950,243 974,525 
その他 726,839 726,287 
貸倒引当金 △1,830 △1,830 

投資その他の資産合計 1,675,252 1,698,982 

固定資産合計 7,780,906 7,756,456 

資産合計 14,241,797 14,493,615 
負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 2,602,606 2,794,600 
短期借入金 350,000 350,000 
1年内返済予定の長期借入金 435,000 434,700 
未払法人税等 4,553 6,902 
賞与引当金 56,000 22,000 
災害損失引当金 26,770 14,730 
その他 697,439 781,787 
流動負債合計 4,172,370 4,404,720 

固定負債   
長期借入金 1,251,800 1,143,600 
退職給付引当金 151,274 149,797 
役員退職慰労引当金 302,739 307,975 
その他 480,212 472,404 
固定負債合計 2,186,026 2,073,778 

負債合計 6,358,396 6,478,498 



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 2,244,500 2,244,500 
資本剰余金 2,901,824 2,901,824 
利益剰余金 3,278,729 3,349,370 
自己株式 △456,882 △456,913 

株主資本合計 7,968,170 8,038,781 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △79,438 △18,942 
繰延ヘッジ損益 △5,331 △4,722 

評価・換算差額等合計 △84,770 △23,665 

純資産合計 7,883,400 8,015,116 

負債純資産合計 14,241,797 14,493,615 



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,370,997 2,752,431 
売上原価 2,132,997 2,284,749 
売上総利益 238,000 467,681 
販売費及び一般管理費 374,561 354,308 

営業利益又は営業損失（△） △136,560 113,373 

営業外収益   
受取利息 2,178 2,095 
受取配当金 10,355 8,978 
その他 1,709 2,275 
営業外収益合計 14,243 13,350 

営業外費用   
支払利息 13,992 13,256 
為替差損 5,186 4,592 
その他 85 941 
営業外費用合計 19,263 18,790 

経常利益又は経常損失（△） △141,580 107,933 

特別利益   
固定資産売却益 － 1,416 

特別利益合計 － 1,416 

特別損失   
固定資産除却損 4 － 
投資有価証券評価損 － 39,488 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,375 － 
その他 － 1,711 
特別損失合計 2,379 41,200 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △143,960 68,149 

法人税、住民税及び事業税 2,042 2,042 
法人税等調整額 △5,609 △4,534 

法人税等合計 △3,566 △2,492 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △140,393 70,641 



 該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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