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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 29,801 0.2 1,367 △7.2 1,478 △6.9 858 8.4
23年3月期第2四半期 29,736 5.9 1,474 11.9 1,587 9.9 792 29.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 848百万円 （12.8％） 23年3月期第2四半期 752百万円 （―％）

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 41.07 ―
23年3月期第2四半期 37.87 ―

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 34,415 16,865 45.9 754.73
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2四半期  15,783百万円 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  ：  有   

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 ― 9.50
24年3月期（予想） ― 9.50 19.00

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  ：  有   

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 60,000 1.8 2,700 △6.3 2,900 △6.4 1,650 26.0 78.89



(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 
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2Q 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2Q 60,725 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2Q 20,913,225 株 23年3月期2Q 20,913,457 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の影響が続く中、

海外の金融不安を反映した円高と株価の低迷など、景気の先行きは依然不透明な状況となっております。 

特に震災の被害の大きかった東北地方では、徐々に経済活動が再開し、一部に上向きの動きが見られるものの、沿

岸部を中心にいまだに復興が進んでいない地域もあり、非常に厳しい環境が続いております。 

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、事業

に多大な影響を受けました。 

このような状況の中、当社グループといたしましては、震災発生の直後より、被害の復旧にあたるとともに、全力

をあげて事業の継続をはかり、サプライチェーンを担う企業として商品の安定供給につとめました。震災の影響の少

ない地域におきましては、これまで通り新規顧客の開拓、既存顧客の深耕につとめ、地域密着型の営業を展開してま

いりました。また、グループ内の製造子会社や仕入れ先メーカーとともに市場のニーズに合った商品の開発に努めて

まいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間での業績は売上高298億1百万円(前年同期比100.2％)、営業利益13億67百万

円(同92.8％)、経常利益14億78百万円(同93.1％)、四半期純利益8億58百万円(同108.4％)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。 

なお、当第２四半期連結会計期間（平成23年7月～9月）における連結損益の主要項目は、下記の通りとなっており

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68百万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11億94百万円、率としては13.1％の増加となりました。こ

れは前連結会計年度第４四半期連結会計期間の売上金額127億74百万円に対して、当第２四半期連結会計期間

の売上金額は154億76百万円と率にして21.2％の差異があることによります。従来から、第４四半期連結会計

期間より第２四半期連結会計期間での売上金額は多額となりますが、前連結会計年度第４四半期連結会計期間

は東日本大震災の影響により、例年より売上金額が減少したことも影響しております。 

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1億10百万円の減少となりました。 

エ．その他の有形固定資産は、前連結会計年度末に比べて79百万円の増加となりました。これは、主に常磐パッケ

ージ㈱（連結子会社）において印刷機で95百万円、㈱清和（連結子会社）において印刷機械などに関する有形

リース資産で41百万円を取得したことによるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
前第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年7月 1日 

至 平成22年9月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成23年7月 1日 

至 平成23年9月30日） 
対前年比率 

区分 金額（千円）  金額（千円） （％） 

売上高  15,102,010  15,476,545  102.5

売上原価  12,293,674  12,637,627  102.8

売上総利益  2,808,336  2,838,917  101.1

販売費及び一般管理費  2,076,352  2,079,739  100.2

営業利益  731,983  759,178  103.7

営業外収益  76,685  65,724  85.7

営業外費用  18,580  11,202  60.3

経常利益  790,088  813,701  103.0

特別利益  △1,726  10,819  －

特別損失  117,301  20,068  17.1

税金等調整前四半期純利益  671,059  804,452  119.9

法人税等  283,738  336,630  118.6

少数株主損益調整前四半期純利益  387,321  467,822  120.8

少数株主利益  1,658  3,161  190.7

四半期純利益  385,663  464,661  120.5
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オ．無形固定資産は、前連結会計年度末に比べて1億47百万円の増加となりました。これは、主に㈱清和において

新基幹販売システム等に係る無形リース資産を1億92百万円取得したことによるものであります。 

カ．投資有価証券は、前連結会計年度末に比べて56百万円の減少となりました。これは、主に売却原価で44百万円

の株式を売却したことによるものであります。なお、当該売却取引により29百万円の投資有価証券売却益を特

別利益に計上しております。 

キ．支払手形及び買掛金は、前連結会計年度末に比べて6億52百万円の増加となりました。これは、受取手形及び

売掛金と同様に、主に前連結会計年度第４四半期連結会計期間と当第２四半期連結会計期間との売上金額の差

異によるものであります。 

ク．長短借入金は、前連結会計年度末に比べて2億93百万円の減少となりました。当第２四半期連結会計期間にお

きましては、約定返済に加えて、借入金の一部について繰り上げ返済を行なっております。 

ケ．未払法人税等は、前連結会計年度末に比べて1億46百万円の増加となりました。これは、主に堅調な営業成績

によるものであります。 

コ．その他の流動負債は、前連結会計年度末に比べて76百万円の減少となりました。これは、主に前連結会計年度

末において納付が猶予された社会保険料を納付したこと、東日本大震災に係る修繕費等を支払ったことなどに

より、未払金が前連結会計年度末に比べて1億50百万円減少したことによります。 

サ．長期リース債務は、前連結会計年度末に比べて2億円の増加となりました。これは、主に㈱清和において新基

幹販売システム等に係る無形リース資産を1億92百万円取得したことによるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の増加は、前第２四半期連

結累計期間が7億89百万円の増加であったのに対して、65百万円の減少となり、当第２四半期連結会計期間末の資金

は43億81百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、前第２四半期連結累計期間が10億5百万円であ

ったのに対して、6億37百万円となりました。 

これは、主に堅調な営業成績によるものであります。なお、売上債権（受取手形及び売掛金）の増加による資金

の減少11億94百万円と、仕入債務（支払手形及び買掛金）の増加による資金の増加6億52百万円との差額は、5億42

百万円の資金の減少となります。また、その他負債の減少による資金の減少1億円は、主に前連結会計年度末におい

て納付が猶予された社会保険料を納付したこと、東日本大震災に係る修繕費等を支払ったことなどにより、未払金

が前連結会計年度末に比べて1億50百万円減少したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、前第２四半期連結累計期間が72百万円であっ

たのに対して、1億29百万円となりました。 

有形固定資産の取得による支出1億87百万円の主な内訳は、常磐パッケージ㈱における印刷機95百万円及び工場増

設55百万円であります。 

投資有価証券の売却による収入73百万円は、当社（㈱高速）所有の株式のうち、売却原価で44百万円の株式を売

却したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、前第２四半期連結累計期間が1億43百万円であ

ったのに対して、長短借入金の純減少額2億93百万円などにより、5億73百万円となりました。 

第２四半期連結累計期間での主要なキャッシュ・フロー指標は、次のとおりとなっております。 

 （注）平成22年9月及び平成23年9月第２四半期連結累計期間につきましては、年間の営業キャッシュ・フロー金額

の代用数値として、当該期間での営業キャッシュ・フローを２倍した金額を用いて算出しております。 

  
平成22年9月 
第２四半期 

連結累計期間 

平成23年9月 
第２四半期 

連結累計期間 
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）（％） 
 46.91  41.81  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） 
 116.03  69.44  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）（％） 
 84.68  106.86  63.71

自己資本比率（自己資本／総資本）（％）  44.67  45.86  45.46
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年5月13日付の「平成23年3月期決算短信」において公表いたしました、平成24年3月期の通期連結業績予

想を修正しております。詳細につきましては、平成23年11月9日に公表いたしました「平成24年3月期通期連結業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

（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２四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。 

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 4,510,762 4,442,532

受取手形及び売掛金 9,140,696 10,335,312

商品及び製品 2,925,577 2,788,026

仕掛品 75,070 82,384

原材料及び貯蔵品 114,591 134,459

繰延税金資産 323,925 327,058

その他 266,189 282,196

貸倒引当金 △88,126 △84,034

流動資産合計 17,268,687 18,307,937

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,292,346 4,203,869

土地 8,254,049 8,254,049

建設仮勘定 16,500 21,672

その他（純額） 1,093,656 1,173,124

有形固定資産合計 13,656,552 13,652,716

無形固定資産 273,954 421,166

投資その他の資産   

投資有価証券 1,029,707 973,025

長期貸付金 12,563 14,856

投資不動産（純額） 323,979 321,541

繰延税金資産 310,477 318,433

その他 422,937 433,150

貸倒引当金 △30,304 △27,086

投資その他の資産合計 2,069,361 2,033,920

固定資産合計 15,999,868 16,107,803

資産合計 33,268,555 34,415,740
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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 11,181,640 11,834,044

1年内返済予定の長期借入金 453,980 419,000

未払法人税等 478,057 624,091

賞与引当金 410,255 363,670

災害損失引当金 252,047 168,620

その他 962,420 885,860

流動負債合計 13,738,401 14,295,287

固定負債   

長期借入金 1,201,190 942,760

長期未払金 207,161 200,681

リース債務 362,386 562,842

繰延税金負債 520,393 517,014

退職給付引当金 920,002 953,041

その他 111,556 78,848

固定負債合計 3,322,690 3,255,188

負債合計 17,061,091 17,550,476

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 12,291,146

自己株式 △39,094 △39,131

株主資本合計 15,130,084 15,800,754

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 △16,880

その他の包括利益累計額合計 △5,958 △16,880

少数株主持分 1,083,339 1,081,390

純資産合計 16,207,464 16,865,264

負債純資産合計 33,268,555 34,415,740
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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 29,736,319 29,801,231

売上原価 24,089,248 24,267,093

売上総利益 5,647,070 5,534,137

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 687,131 678,652

給料及び手当 1,488,486 1,501,792

賞与引当金繰入額 289,410 279,568

退職給付引当金繰入額 54,906 64,120

その他 1,653,086 1,642,786

販売費及び一般管理費合計 4,173,020 4,166,920

営業利益 1,474,049 1,367,217

営業外収益   

受取利息 3,498 321

受取配当金 14,604 15,734

負ののれん償却額 30,329 26,005

仕入割引 26,226 25,071

受取賃貸料 46,089 51,731

その他 30,998 28,789

営業外収益合計 151,745 147,653

営業外費用   

支払利息 8,669 9,175

賃貸収入原価 16,489 15,170

コミットメントフィー 5,666 5,666

その他 6,978 6,682

営業外費用合計 37,804 36,695

経常利益 1,587,991 1,478,174

特別利益   

固定資産売却益 112,832 208

投資有価証券売却益 － 29,386

貸倒引当金戻入額 1,320 －

受取見舞金 － 15,665

特別利益合計 114,153 45,259

特別損失   

固定資産売却損 33,473 656

固定資産除却損 2,204 18,713

投資有価証券評価損 114,360 －

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 －

災害による損失 － 13,530

特別損失合計 311,810 32,899

税金等調整前四半期純利益 1,390,334 1,490,534

法人税等 581,878 625,779

少数株主損益調整前四半期純利益 808,455 864,755

少数株主利益 16,421 5,829

四半期純利益 792,034 858,926
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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 808,455 864,755

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △56,171 △16,553

その他の包括利益合計 △56,171 △16,553

四半期包括利益 752,284 848,202

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 748,096 848,005

少数株主に係る四半期包括利益 4,188 197

㈱高速（７５０４）平成24年3月期 第２四半期決算短信

8



（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 1,390,334 1,490,534

減価償却費 347,888 322,959

災害損失 － 13,530

のれん償却額 15,664 22,697

負ののれん償却額 △30,329 △26,005

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,246 △46,585

退職給付引当金の増減額（△は減少） 153,146 33,039

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22,840 －

長期未払金の増減額（△は減少） △54,217 △6,480

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,462 △7,310

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △83,427

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,896 －

その他の引当金の増減額（△は減少） 26,704 25,369

受取利息及び受取配当金 △18,102 △16,055

支払利息 8,669 9,175

投資有価証券評価損益（△は益） 114,360 －

有形固定資産除却損 2,204 18,713

有形固定資産売却損益（△は益） △79,358 448

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △29,386

売上債権の増減額（△は増加） △281,582 △1,194,616

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,641 104,993

仕入債務の増減額（△は減少） 146,738 652,404

未収消費税等の増減額（△は増加） 30,245 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △47,847 △667

その他の資産の増減額（△は増加） △50,176 △27,044

その他の負債の増減額（△は減少） △70,145 △100,357

小計 1,507,901 1,155,928

利息及び配当金の受取額 18,102 16,055

利息の支払額 △8,709 △9,209

災害損失の支払額 － △41,259

法人税等の支払額 △572,293 △484,363

法人税等の還付額 60,853 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,005,854 637,151
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △180

定期預金の払戻による収入 － 3,000

有形固定資産の取得による支出 △229,741 △187,323

有形固定資産の売却による収入 256,758 277

無形固定資産の取得による支出 △58,263 △1,259

投資有価証券の取得による支出 △44,819 △16,314

投資有価証券の売却による収入 － 73,964

貸付けによる支出 － △3,100

貸付金の回収による収入 3,358 1,532

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,707 △129,404

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 600,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △710,000 △200,000

長期借入れによる収入 400,000 －

長期借入金の返済による支出 △148,430 △293,410

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △107,039 △89,392

自己株式の純増減額（△は増加） △16 △37

配当金の支払額 △177,783 △188,172

少数株主への配当金の支払額 － △2,145

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,268 △573,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 789,878 △65,410

現金及び現金同等物の期首残高 2,663,551 4,447,160

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,453,430 4,381,750
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該当事項はありません。 

Ⅰ 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） 

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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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