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

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 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 14,324 △2.1 608 △18.1 664 △16.7 394 △3.0
23年3月期第1四半期 14,634 5.8 742 25.9 797 20.5 406 10.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 385百万円 （2.4％） 23年3月期第1四半期 376百万円 （―％）

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 18.85 ―
23年3月期第1四半期 19.43 ―

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 33,083 16,402 46.3 732.61
23年3月期 33,268 16,207 45.5 723.18
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  15,321百万円 23年3月期  15,124百万円

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 9.00 ― 9.00 18.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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  
平成24年3月期第２四半期（累計）の連結業績予想につきましては、東日本大震災後の回復は見られるものの、原発問題の長期化が予想され、現時点におい
て適切な策定が困難であります。 

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 57,500 △2.5 2,350 △18.5 2,550 △17.7 1,450 10.7 69.33



(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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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きの対象外であり、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きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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については、添付資料の4ペ
ージの「（３）業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

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 20,973,920 株 23年3月期 20,973,920 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 60,695 株 23年3月期 60,663 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 20,913,241 株 23年3月期1Q 20,913,466 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災による東北、北関東を中心とした地震、津波による物理的な被害と、福

島第一原子力発電所の事故による電力不足及び放射能の影響は、日本国内のみならず世界に波及する様相をみせてお

ります。これらは、消費者心理にも様々な変化を及ぼし、一時的な買いだめ、消費の自粛、節電、風評被害、といっ

た形で表面化し、当第1四半期連結累計期間（平成23年4月1日～6月30日）の我が国経済は不透明な状況が続きまし

た。 

当社グループの主要顧客である流通・食品加工業におきましても、工場、物流センター、店舗の被災により、サプ

ライチェーンが寸断され、事業に多大な影響を受けました。 

当社グループにとっても、震災の影響等により一時的に営業・操業停止を余儀なくされましたが、物流・生産体制

の再構築などの対応を速やかに進め、営業・操業を再開しました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間での業績は売上高143億24百万円(前年同期比97.9％)、営業利益6億8百万円

(同81.9％)、経常利益6億64百万円(同83.3％)、四半期純利益3億94百万円(同97.0％)となりました。 

当社グループは「包装資材等製造販売事業」の単一セグメントであるためセグメント情報は記載しておりません。

また、実質的に単一事業のため、事業部門別等の記載も省略しております。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 四半期連結貸借対照表に関する分析 

ア．現金及び預金は、前連結会計年度末に比べて6億95百万円の減少となりました。詳しくは、「② キャッシュ・

フローの状況」をご参照ください。 

イ．受取手形及び売掛金は、前連結会計年度末に比べて5億13百万円の増加となりました。これは連結会計年度末

直近の2月及び3月に比較して、第１四半期連結会計期間末直近の5月及び6月の売上金額が高いことなどにより

ます。なお、前第１四半期連結会計期間末での受取手形及び売掛金は95億7百万円ですので、金額としては1億

46百万円、率として1.5％の増加となっております。 

ウ．商品を主とするたな卸資産は、前連結会計年度末に比べて68百万円の増加となりました。率として2.2％の増

加となっております。 

エ．有形固定資産は、建設仮勘定の42百万円の増加はあったものの、多額の投資が無かったため減価償却などによ

り、前連結会計年度末に比べて73百万円の減少となりました。 

オ．支払手形及び買掛金は、前連結会計年度末に比べて2億40百万円の減少となりました。これは前連結会計年度

末において、東日本大震災により商品の手配が滞るとの予測により、代替品等の在庫を積み増したため、支払

手形及び買掛金の残高が増加していたことなどによります。 

カ．長短借入金は全額が金融機関に対するものであり、返済により前連結会計年度末に比べて96百万円の減少とな

りました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況 

四半期要約連結キャッシュ・フロー計算書 

この四半期要約連結キャッシュ・フロー計算書は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書作成方法に準拠した手

順により作成されております。 

当第１四半期連結会計期間におきましては、現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の減少は6億95百万

円となり、当第１四半期連結会計期間末の資金は37億51百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増減は、前第１四半期連結会計期間が4億78百万円の増加であったのに対して、当第１四半

期連結会計期間は3億29百万円の減少となりました。 

これは主に、連結会計年度末直近の2月及び3月に比較して、第１四半期連結会計期間末直近の5月及び6月の売上

金額が高いことなどにより、売上債権（受取手形及び売掛金）が5億13百万円増加したこと、前連結会計年度末にお

いて、東日本大震災により商品の手配が滞るとの予測により、代替品等の在庫を積み増したため増加していた、仕

入債務（支払手形及び買掛金）が決済されたことなどによります。 

なお、前第１四半期連結会計期間では、売上債権は1億58百万円の減少となっておりますが、これは日本コンテッ

ク㈱（連結子会社）において大型案件に係る売掛金が入金となったことなどによります。また、このような要素が

無かった前々第１四半期連結会計期間（平成21年6月期）における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億7百万

円のマイナス（資金の減少）となっております。 

  
前第１四半期連結会計期間
（自 平成22年4月 1日 
至 平成22年6月30日） 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成23年4月 1日 
至 平成23年6月30日） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 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  719,274  686,081

減価償却費  174,314  161,810

有形固定資産売却損益（△は益）  △79,167  466

のれん及び負ののれん償却額  △7,332  △1,653

退職給付引当金の増加額  143,974  15,453

賞与引当金の減少額  △66,940  △41,305

長期未払金の減少額  △78,237  △6,480

売上債権の増減額（△は増加）  158,851  △513,520

たな卸資産の増加額  △123,609  △68,368

仕入債務の増減額（△は減少）  223,562  △240,562

法人税等の支払額  △572,158  △252,461

その他の営業活動によるキャッシュ・フロー  △13,702  △69,260

営業活動によるキャッシュ・フロー  478,826  △329,800

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形及び無形固定資産の取得による支出  △79,390  △69,689

有形固定資産の売却による収入  246,925  220

投資有価証券の取得による支出  △9,799  △8,590

投資有価証券の売却による収入  －  50,490

その他の投資活動によるキャッシュ・フロー  2,746  △290

投資活動によるキャッシュ・フロー  160,482  △27,860

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

借入金の純減少額  △371,970  △96,960

ファイナンス・リース債務の返済による支出  △54,503  △50,565

配当金の支払額  △178,151  △188,267

その他の財務活動によるキャッシュ・フロー  △2  △2,164

財務活動によるキャッシュ・フロー  △604,628  △337,957

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  34,681  △695,618

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,663,551  4,447,160

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高  2,698,232  3,751,541
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法人税等の支払額は、前第１四半期連結会計期間に比較して3億19百万円減少しておりますが、これは東日本大震

災を勘案して、法人税等の納付期限が延長されたことにより、前連結会計年度に係る法人税等のうち、2億40百万円

の納付が保留となったことなどによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の増減は、前第１四半期連結会計期間が1億60百万円の増加であったのに対して、当第１四半

期連結会計期間は27百万円の減少となりました。 

有形及び無形固定資産の取得による支出69百万円の主な内訳は、常磐パッケージ㈱（連結子会社）による機械購

入等に係る建設仮勘定の支払額42百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は、前第１四半期連結会計期間が6億4百万円であったのに対して、当第１四半期連結

会計期間は3億37百万円となりました。 

金融機関に対する長短借入金の返済は純額で96百万円となっております。 

主要なキャッシュ・フロー指標は、次のとおりとなっております。 

（注）１．前第１四半期連結会計期間である平成22年6月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率につきまし

ては、年間の営業キャッシュ・フロー金額の代用値として、当第１四半期連結会計期間の営業キャッ

シュ・フロー金額を４倍した金額を用いて算出しております。 

２．当第１四半期連結会計期間である平成23年6月期のインタレスト・カバレッジ・レシオ及びキャッシ

ュ・フロー対有利子負債比率につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスであったため、記

載しておりません。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年5月13日に公表した「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において未定としておりました

平成24年3月期第２四半期連結累計期間の業績予想については、東日本大震災後、一部有力企業等に予想以上の事

業活動の回復が見られるものの、原発問題の長期化の恐れがあり、現時点において適切な算定が困難であるため、

公表を引き続き見送らせていただきます。 

なお、通期の連結業績予想につきましては、平成23年5月13日公表の業績予想から変更はありません。 

（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 

（税金費用の計算） 

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理

的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は法人

税等に含めて表示しております。 

（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。 

該当事項はありません。 

  平成22年6月期 平成23年6月期 平成23年3月期 

時価ベースの自己資本比率 

（株式時価総額／総資産）（％）  45.40  38.56  42.49

インタレスト・カバレッジ・レシオ 

（営業キャッシュ・フロー／利払い）（倍）  102.12  －  196.63

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 

（有利子負債／営業キャッシュ・フロー）（％）  62.13  －  63.71

自己資本比率（自己資本／総資本）（％）  44.85  46.31  45.46

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年3月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年6月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,510,762 3,815,233

受取手形及び売掛金 9,140,696 9,654,217

商品及び製品 2,925,577 2,943,925

仕掛品 75,070 83,719

原材料及び貯蔵品 114,591 155,962

繰延税金資産 323,925 325,356

その他 266,189 321,512

貸倒引当金 △88,126 △88,622

流動資産合計 17,268,687 17,211,305

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,292,346 4,216,092

土地 8,254,049 8,254,049

建設仮勘定 16,500 58,500

その他（純額） 1,093,656 1,054,868

有形固定資産合計 13,656,552 13,583,510

無形固定資産 273,954 253,503

投資その他の資産   

投資有価証券 1,029,707 987,704

長期貸付金 12,563 13,382

投資不動産（純額） 323,979 322,760

繰延税金資産 310,477 319,215

その他 422,937 417,467

貸倒引当金 △30,304 △25,445

投資その他の資産合計 2,069,361 2,035,084

固定資産合計 15,999,868 15,872,099

資産合計 33,268,555 33,083,405
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年3月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年6月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,181,640 10,941,078

1年内返済予定の長期借入金 453,980 509,820

未払法人税等 478,057 521,355

賞与引当金 410,255 368,949

災害損失引当金 252,047 226,875

その他 962,420 941,842

流動負債合計 13,738,401 13,509,921

固定負債   

長期借入金 1,201,190 1,048,390

長期未払金 207,161 200,681

繰延税金負債 520,393 521,123

退職給付引当金 920,002 935,455

その他 473,943 465,495

固定負債合計 3,322,690 3,171,144

負債合計 17,061,091 16,681,066

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,690,450 1,690,450

資本剰余金 1,858,290 1,858,290

利益剰余金 11,620,438 11,826,484

自己株式 △39,094 △39,113

株主資本合計 15,130,084 15,336,111

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △5,958 △14,700

その他の包括利益累計額合計 △5,958 △14,700

少数株主持分 1,083,339 1,080,928

純資産合計 16,207,464 16,402,339

負債純資産合計 33,268,555 33,083,405
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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22年4月 1日 
 至 平成22年6月30日) 

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

売上高 14,634,308 14,324,686

売上原価 11,795,573 11,629,466

売上総利益 2,838,734 2,695,219

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 343,663 342,318

給料及び手当 738,812 738,291

賞与引当金繰入額 145,041 147,596

退職給付引当金繰入額 24,453 32,036

その他 844,697 826,938

販売費及び一般管理費合計 2,096,667 2,087,181

営業利益 742,066 608,038

営業外収益   

受取利息 133 105

受取配当金 13,089 14,863

負ののれん償却額 15,164 13,002

仕入割引 12,582 11,768

受取賃貸料 22,786 26,580

その他 11,303 15,607

営業外収益合計 75,059 81,928

営業外費用   

支払利息 4,688 5,453

賃貸収入原価 8,346 7,701

コミットメントフィー 2,833 2,833

その他 3,355 9,505

営業外費用合計 19,223 25,493

経常利益 797,903 664,473

特別利益   

固定資産売却益 111,671 189

投資有価証券売却益 － 19,880

貸倒引当金戻入額 4,208 －

受取見舞金 － 14,370

特別利益合計 115,880 34,440

特別損失   

固定資産売却損 32,504 656

固定資産除却損 232 12,175

退職給付引当金繰入額 145,876 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,896 －

特別損失合計 194,509 12,831

税金等調整前四半期純利益 719,274 686,081

法人税等 298,140 289,148

少数株主損益調整前四半期純利益 421,134 396,933

少数株主利益 14,763 2,667

四半期純利益 406,370 394,265
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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22年4月 1日 
 至 平成22年6月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 421,134 396,933

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △44,889 △11,675

その他の包括利益合計 △44,889 △11,675

四半期包括利益 376,244 385,258

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 370,507 385,523

少数株主に係る四半期包括利益 5,736 △265
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該当事項はありません。 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日） 

当社グループは「包装資材等製造販売事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日） 

当社グループは「包装資材等製造販売事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

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）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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