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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 14,975 6.5 1,147 11.6 1,239 7.9 670 △5.2
23年3月期第2四半期 14,058 △2.6 1,028 △18.2 1,148 △16.6 707 △7.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 714百万円 （44.7％） 23年3月期第2四半期 493百万円 （―％）

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2四半期 62.83 62.64
23年3月期第2四半期 66.35 65.88

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 32,406 17,869 54.6
23年3月期 31,551 17,512 55.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  17,704百万円 23年3月期  17,362百万円

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 ― 15.00 ― 30.00 45.00
24年3月期 ― 15.00
24年3月期（予想） ― 15.00 30.00

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、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  ：  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

通期 29,000 1.5 2,250 △2.9 2,440 △4.5 1,390 △11.8 130.44



(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  ：  無  

(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
四半期連結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 
業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があり
ます。なお、上記予想に関する事項は、【添付資料】P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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2Q 11,175,634 株 23年3月期 11,175,634 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 521,945 株 23年3月期 507,559 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 10,670,817 株 23年3月期2Q 10,664,428 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

＜売上の状況＞ 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響や欧州の財政不安、円高・株安の進行な

ど、引き続き先行き不透明な状況で推移しております。 

このような中、当社グループは、「美と健康」にかかわる分野を事業領域とし、医薬品・化粧品包材（パッケー

ジ・添付文書・ラベル等）の製造・販売を行う印刷包材事業及び包装システム販売事業を中核に、業容の拡大、企

業価値の更なる向上に努めてまいりました結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前第２四半期連結累計期

間に比べ９億17百万円増（前年同期比6.5%増）の149億75百万円となりました。 

セグメント別の売上の状況は、以下の通りであります。 

印刷包材事業 

当社グループの主たる事業である印刷包材事業におきましては、市場での企業間競争が一段と厳しさを増してい

る事業環境の中、当社グループは市場ニーズに即した付加価値の高い製品の提供に努め、お客様・地域に密着した

提案型営業活動を展開するとともに、高水準の品質保証体制をベースに、安定した製品の供給に努めてまいりまし

た。 

医薬品市場におきましては、高齢化の進展を受けた堅調な受注により、医療用医薬品向け、ＯＴＣ医薬品向けと

も前年同期の実績を上回りました。 

化粧品市場におきましても、受注は前年同期に比べ微増となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における印刷包材事業の売上高は、前第２四半期連結累計期間に比べ４億

19百万円増（前年同期比3.1%増）の139億２百万円となりました。 

その他 

①包装システム販売事業 

当セグメントでは、印刷包材と連携したトータル提案による、時流や得意先ニーズにマッチした新たな「包

装」の開発を主眼とした包装機械や包装ラインの企画提案・仕入・販売を行っております。 

印刷包材と機械を合わせた大型案件の受注で、当第２四半期連結累計期間における包装システム販売事業の売

上高は、前第２四半期連結累計期間に比べ４億77百万円増（前年同期比 94.8%増）の９億81百万円となりまし

た。 

②人材派遣事業 

当セグメントでは、当社グループ内のみならず地域企業からの求人を受けて人材の派遣を行っております。 

当第２四半期連結累計期間における人材派遣事業の売上高は、前第２四半期連結累計期間に比べ20百万円増

（前年同期比28.5%増）の91百万円となりました。 

＜利益の状況＞ 

利益面につきましては、売上高の増加により、当第２四半期連結累計期間における営業利益は11億47百万円（前

年同期比11.6%増）、経常利益は12億39百万円（前年同期比７.9%増）となりましたが、四半期純利益は６億70百万

円（前年同期比5.2%減）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）連結財政状態に関する定性的情報 

財政状態を分析するに当たり、その基礎となる当第２四半期連結会計期間末現在の連結貸借対照表は、子会社６社

のうち１社は小規模であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外し、連結子会社５

社で作成しております。 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、324億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億55百万円増加いた

しました。 

その内、流動資産は、120億56百万円と、前連結会計年度末に比べ５億47百万円増加いたしました。その主な原因

は受取手形及び売掛金の増加によるものです。また固定資産は、203億49百万円と、前連結会計年度末に比べ３億８

百万円増加いたしました。その主な原因は設備更新に伴う有形固定資産の増加によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、145億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億98百万円増加い

たしました。 

その内、流動負債は、97億95百万円と、前連結会計年度末に比べ７億９百万円増加いたしました。その主な要因

は、支払手形及び買掛金の増加によるものであります。また固定負債は47億41百万円と、前連結会計年度末に比べ２

億10百万円減少いたしました。その主な原因は長期借入金の減少によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は178億69百万円と、前連結会計年度末に比べ３億57百万円増加いたしまし

た。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末現在の自己資本比率は、54.6％となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期の経営成績は、概ね期初予想と同じ傾向で推移しており、平成23年４月28日に公表いたしました業績予

想に変更はございません。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,120,689 1,176,985 

受取手形及び売掛金 8,169,930 8,445,123 

商品及び製品 662,236 640,304 

仕掛品 661,388 681,504 

原材料及び貯蔵品 363,081 427,998 

繰延税金資産 244,008 281,577 

その他 314,006 435,969 

貸倒引当金 △26,037 △32,782 

流動資産合計 11,509,304 12,056,680 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,200,387 6,103,582 

機械装置及び運搬具（純額） 1,906,215 2,079,352 

土地 5,771,026 5,825,954 

リース資産（純額） 1,705,331 1,845,671 

建設仮勘定 54,000 1,495 

その他（純額） 269,631 316,955 

有形固定資産合計 15,906,592 16,173,011 

無形固定資産   

のれん 28,365 12,301 

その他 273,157 263,873 

無形固定資産合計 301,523 276,174 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,781,039 2,852,932 

長期貸付金 22,599 24,195 

繰延税金資産 462,690 457,414 

投資不動産（純額） 189,347 188,084 

その他 450,029 453,080 

貸倒引当金 △71,961 △74,939 

投資その他の資産合計 3,833,746 3,900,768 

固定資産合計 20,041,861 20,349,954 

資産合計 31,551,166 32,406,634 
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,201,531 5,648,291 

短期借入金 350,000 30,000 

1年内返済予定の長期借入金 722,500 722,500 

リース債務 175,126 194,047 

未払法人税等 581,473 613,991 

賞与引当金 382,837 460,449 

その他 1,672,789 2,126,315 

流動負債合計 9,086,259 9,795,595 

固定負債   

長期借入金 1,380,186 1,018,936 

リース債務 1,463,867 1,601,459 

繰延税金負債 363,595 350,574 

退職給付引当金 1,015,505 1,047,683 

役員退職慰労引当金 560,942 561,556 

その他 167,999 160,950 

固定負債合計 4,952,096 4,741,160 

負債合計 14,038,355 14,536,755 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,514,753 1,514,753 

資本剰余金 1,706,940 1,708,648 

利益剰余金 14,635,063 14,985,509 

自己株式 △670,599 △712,080 

株主資本合計 17,186,157 17,496,831 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 176,727 207,961 

その他の包括利益累計額合計 176,727 207,961 

新株予約権 19,840 24,512 

少数株主持分 130,085 140,574 

純資産合計 17,512,811 17,869,879 

負債純資産合計 31,551,166 32,406,634 
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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

売上高 14,058,034 14,975,577 

売上原価 10,770,720 11,517,719 

売上総利益 3,287,313 3,457,858 

販売費及び一般管理費 2,259,121 2,310,506 

営業利益 1,028,191 1,147,351 

営業外収益   

受取利息 533 511 

受取配当金 31,819 36,910 

受取賃貸料 70,895 29,271 

作業くず売却益 48,642 62,138 

雑収入 37,069 24,426 

営業外収益合計 188,959 153,257 

営業外費用   

支払利息 38,971 38,113 

支払手数料 8,730 6,129 

賃貸収入原価 13,705 7,672 

雑損失 7,344 9,616 

営業外費用合計 68,751 61,531 

経常利益 1,148,400 1,239,078 

特別利益   

固定資産売却益 3,487 － 

投資有価証券売却益 144,826 800 

特別利益合計 148,313 800 

特別損失   

固定資産除売却損 891 14,074 

投資有価証券売却損 67 － 

投資有価証券評価損 － 499 

ゴルフ会員権評価損 － 2,280 

貸倒引当金繰入額 18,788 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 400 － 

特別損失合計 20,147 16,854 

税金等調整前四半期純利益 1,276,565 1,223,024 

法人税、住民税及び事業税 606,459 606,428 

法人税等調整額 △41,583 △66,551 

法人税等合計 564,875 539,877 

少数株主損益調整前四半期純利益 711,689 683,146 

少数株主利益 4,114 12,658 

四半期純利益 707,575 670,488 
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 711,689 683,146 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △217,980 31,261 

その他の包括利益合計 △217,980 31,261 

四半期包括利益 493,709 714,408 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 489,801 701,721 

少数株主に係る四半期包括利益 3,907 12,686 

7



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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 1,276,565 1,223,024 

減価償却費 688,029 655,547 

のれん償却額 16,064 16,064 

株式報酬費用 － 5,137 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36,030 9,723 

賞与引当金の増減額（△は減少） 67,291 77,612 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,956 32,178 

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） △7,572 △7,005 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 25,667 614 

受取利息及び受取配当金 △32,353 △37,421 

支払利息 38,971 38,113 

有形固定資産除売却損益（△は益） △2,595 14,074 

投資有価証券評価損益（△は益） － 499 

投資有価証券売却損益（△は益） △144,758 △800 

ゴルフ会員権評価損 － 2,280 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 400 － 

売上債権の増減額（△は増加） △134,439 △233,753 

たな卸資産の増減額（△は増加） 105,750 △63,099 

仕入債務の増減額（△は減少） 138,574 320,326 

その他 △95,042 △116,888 

小計 2,023,540 1,936,227 

利息及び配当金の受取額 32,333 37,396 

利息の支払額 △39,047 △38,370 

法人税等の支払額 △683,597 △573,909 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,333,229 1,361,344 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △2,520 △2,520 

有形固定資産の取得による支出 △770,471 △268,102 

有形固定資産の売却による収入 16,193 18,800 

投資有価証券の取得による支出 △602,777 △22,304 

投資有価証券の売却による収入 202,155 3,200 

貸付けによる支出 － △6,400 

貸付金の回収による収入 2,979 4,898 

補助金の受取額 211,894 100,008 

その他 △3,031 △2,852 

投資活動によるキャッシュ・フロー △945,577 △175,273 
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（単位：千円）

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

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

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） 500,000 △320,000 

長期借入れによる収入 30,000 － 

長期借入金の返済による支出 △424,701 △361,250 

自己株式の取得による支出 △75,660 △64,436 

ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分
による収入

62,687 24,199 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △96,704 △90,503 

配当金の支払額 △287,007 △318,104 

少数株主への配当金の支払額 △1,758 △2,198 

財務活動によるキャッシュ・フロー △293,145 △1,132,294 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94,506 53,776 

現金及び現金同等物の期首残高 870,193 1,090,269 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 54,299 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,018,999 1,144,045 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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