
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年10月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 トーイン株式会社 上場取引所 大 

コード番号 7923 URL http://www.toin.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼最高経営責任者 （氏名） 山科 統

問合せ先責任者 （役職名） 経営企画部長 （氏名） 岡田 康宏 TEL 04-7131-2111
四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日 配当支払開始予定日 平成23年12月6日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 5,398 7.5 231 ― 216 ― 170 ―

23年3月期第2四半期 5,022 3.5 △254 ― △264 ― △260 ―

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2四半期 30.63 ―

23年3月期第2四半期 △46.68 ―

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2四半期 15,334 8,130 53.0 1,459.27
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2四半期  8,130百万円 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 ― 5.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
業績予想の修正については、本日（平成23年10月28日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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

通期 10,500 6.9 280 ― 260 ― 220 ― 39.48



(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2Q 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2Q 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2Q 5,571,973 株 23年3月期2Q 5,572,624 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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 
 当第２四半期累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災による景
気の落ち込みから回復が続いているものの、欧米の財政・金融不安を背景とした海外経済の減速や円高の進行など
による企業収益悪化など、先行きが不安視される経済環境となっております。 
 包装資材業界においては、東日本大震災により被災企業が発生したことや、その後の電力制限・原材料等の供給
制約・海外シフト等により、一時的に不安定な生産状況などにより企業間に好不調の差が生じました。その後、復
興に伴い平常時に戻りつつあり、個人消費は緩やかに回復しておりますが、震災前と変わらぬ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前年を若干下回ったものの、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により増加し、売上高は4,548百万円
（前年同期比5.4％増）となりました。利益面については、生産量の増加や工程隘路解消、品質保証等を目的とし
た生産設備を導入し、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
図られたことなどにより、増益となりました。 
 精密塗工事業は、新規客先の開拓が進み、また、試作開発製品が順調に量産化へ推移したことにより、売上高は
557百万円（前年同期比45.9％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、受託包装の売上が増加したものの、販促品の売上が減少したことにより、売上高は292百万円
（前年同期比10.4％減）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２四半期における業績は、売上高5,398百万円（前年同期比7.5％増）、営業利益231百万円
（前年同期 営業損失254百万円）、経常利益216百万円（前年同期 経常損失264百万円）、四半期純利益170百万
円（前年同期 四半期純損失260百万円）となりました。 
  

  
（２）財政状態に関する定性的情報 
 当第２四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1,092百万円増加し、15,334百万円となり
ました。これは主に、現金及び預金が261百万円、売上債権が458百万円、有形固定資産が273百万円増加したこと
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845百万円増加し、7,203百万円となりました。これは主に、仕入債務
が157百万円、借入金が373百万円、設備未払金の増加等により流動負債のその他が325百万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247百万円増加し、8,130百万円となりました。これは主に、四半期
純利益の計上により利益剰余金が170百万円、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75
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年度３月期通期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表した業績予想を修正しております。
詳細につきましては、本日（平成23年10月28日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
  

  

 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



４．四半期財務諸表 
（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２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,288,624 2,550,583 
受取手形及び売掛金 2,453,547 2,911,865 
商品及び製品 351,629 368,199 
仕掛品 396,309 481,497 
原材料及び貯蔵品 143,191 134,796 
その他 828,588 829,389 
貸倒引当金 △1,000 △1,000 

流動資産合計 6,460,891 7,275,332 
固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 1,513,615 1,447,358 
機械及び装置（純額） 2,083,977 2,249,184 
土地 2,319,519 2,319,579 
その他（純額） 131,589 306,001 
有形固定資産合計 6,048,702 6,322,124 

無形固定資産 56,951 56,207 
投資その他の資産   
投資有価証券 950,243 985,732 
その他 726,839 696,955 
貸倒引当金 △1,830 △1,830 

投資その他の資産合計 1,675,252 1,680,857 

固定資産合計 7,780,906 8,059,189 

資産合計 14,241,797 15,334,521 
負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 2,602,606 2,759,946 
短期借入金 350,000 350,000 
1年内返済予定の長期借入金 435,000 428,400 
未払法人税等 4,553 14,155 
賞与引当金 56,000 64,000 
災害損失引当金 26,770 13,006 
その他 697,439 1,023,279 
流動負債合計 4,172,370 4,652,787 

固定負債   
長期借入金 1,251,800 1,631,400 
退職給付引当金 151,274 149,419 
役員退職慰労引当金 302,739 314,006 
その他 480,212 455,969 
固定負債合計 2,186,026 2,550,795 

負債合計 6,358,396 7,203,583 



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９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 3,449,390 
自己株式 △456,882 △456,913 

株主資本合計 7,968,170 8,138,801 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △79,438 △3,672 
繰延ヘッジ損益 △5,331 △4,190 

評価・換算差額等合計 △84,770 △7,862 

純資産合計 7,883,400 8,130,938 

負債純資産合計 14,241,797 15,334,521 



（２）四半期損益計算書 
  （第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 5,022,389 5,398,622 
売上原価 4,533,709 4,461,379 
売上総利益 488,680 937,242 
販売費及び一般管理費 743,512 705,331 

営業利益又は営業損失（△） △254,831 231,911 

営業外収益   
受取利息 4,671 4,282 
受取配当金 14,178 13,114 
その他 4,089 5,419 
営業外収益合計 22,939 22,816 

営業外費用   
支払利息 27,271 26,950 
為替差損 4,631 9,905 
その他 1,109 1,520 
営業外費用合計 33,013 38,376 

経常利益又は経常損失（△） △264,905 216,350 

特別利益   
固定資産売却益 － 1,468 

特別利益合計 － 1,468 

特別損失   
固定資産売却損 － 179 
固定資産除却損 4 47 
投資有価証券評価損 － 50,194 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,375 － 
その他 － 1,720 
特別損失合計 2,379 52,142 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △267,284 165,676 

法人税、住民税及び事業税 4,085 4,085 
法人税等調整額 △11,218 △9,069 

法人税等合計 △7,133 △4,984 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △260,151 170,661 



 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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