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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 11,577 △3.1 266 △23.6 181 △25.1 49 △66.4

23年3月期第3四半期 11,949 △6.3 348 △35.3 242 △43.7 147 △38.4

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △18百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △82百万円 （―％）

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3四半期 2.97 ―

23年3月期第3四半期 9.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 14,701 4,597 26.1
23年3月期 14,330 4,826 28.4

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  3,834百万円 23年3月期  4,074百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
24年3月期 ― 2.50 ―

24年3月期（予想） 2.50 5.00

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 15,000 △3.1 450 0.9 250 △16.1 100 △17.4 6.00



(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、四半期財務諸表に対する
レビュー手続は終了しております。 

※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およ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。 
 なお、業績予測に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「（3）連結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3Q 17,768,203 株 23年3月期 17,768,203 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,113,178 株 23年3月期 2,031,128 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 15,206,907 株 23年3月期3Q 15,737,798 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四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による企業活動の低下により依然とし

て厳しい状況にあるなかで、被災地においても復興需要による一部に回復がみられ始めたものの、欧州債務危機な

どを背景とした海外景気の下振れや歴史的円高の定着などにより、不透明な状況で推移いたしました。 

パッケージ業界におきましても、震災により低下した生産活動に回復がみられたものの、国内需要は減少傾向

にあるなか、企業経営環境は厳しい状況が続いております。 

当社グループにつきましては、「包装を通じて社会に奉仕します」の社是に則り、お客様の満足と信認を得る

べく製品とサービスの品質向上を促進するなど、継続的な改善活動を展開してまいりました。 

 その結果、売上高は 11,577百万円(対前年同期比 3.1%減)、営業利益は 266百万円(対前年同期比 23.6%減)、

経常利益は 181百万円(対前年同期比 25.1%減)、四半期純利益は 49百万円(対前年同期比 66.4%減)となりまし

た。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 370百万円増加し 14,701百万円となりまし

た。これは、主に流動資産の増加によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ 600百万円増加し 10,104百万円となりまし

た。これは、支払手形及び買掛金 334百万円の増加、短期借入金 211百万円の増加等によるものであります。   

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 229百万円減少し 4,597百万円となりまし

た。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  今後の国内経済は、円高や株価低迷の長期化に加え、電力供給への不安から国内産業の空洞化が懸念されるな

ど、依然として先行き不透明な状況が続くものと思われますが、当社グループは、受注環境が厳しい中にあっても

利益が確保できるよう、生産技術の更なる向上と徹底したコスト切り下げに努め、通期目標を達成する所存であり

ます。 

 このような状況を踏まえ、平成23年５月13日に公表しました通期業績予想から変更いたしておりません。  

   

   

（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 

  該当事項はありません。 

     

（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。 

   

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。 

   

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



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 983 898

受取手形及び売掛金 3,798 4,407

商品及び製品 715 675

仕掛品 319 323

原材料及び貯蔵品 258 373

その他 459 496

貸倒引当金 △11 △10

流動資産合計 6,520 7,163

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,142 1,981

土地 1,689 1,689

その他（純額） 1,569 1,557

有形固定資産合計 5,400 5,227

無形固定資産 72 67

投資その他の資産   

投資有価証券 1,357 1,317

その他 991 938

貸倒引当金 △17 △16

投資その他の資産合計 2,331 2,239

固定資産合計 7,803 7,532

繰延資産   

社債発行費 7 6

繰延資産合計 7 6

資産合計 14,330 14,701



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,182 3,516

短期借入金 1,839 2,050

1年内返済予定の長期借入金 799 841

未払法人税等 45 36

賞与引当金 2 22

その他 902 733

流動負債合計 6,769 7,198

固定負債   

社債 700 700

長期借入金 1,441 1,618

退職給付引当金 416 429

役員退職慰労引当金 146 132

資産除去債務 3 3

その他 30 24

固定負債合計 2,735 2,906

負債合計 9,504 10,104

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,151 2,151

資本剰余金 1,383 1,383

利益剰余金 1,029 994

自己株式 △238 △365

株主資本合計 4,325 4,163

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △129 △170

為替換算調整勘定 △123 △159

その他の包括利益累計額合計 △251 △328

少数株主持分 752 762

純資産合計 4,826 4,597

負債純資産合計 14,330 14,701



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 11,949 11,577

売上原価 10,004 9,687

売上総利益 1,945 1,890

販売費及び一般管理費 1,597 1,624

営業利益 348 266

営業外収益   

受取利息 8 7

受取配当金 19 22

その他 20 30

営業外収益合計 47 59

営業外費用   

支払利息 56 55

為替差損 2 3

その他 95 87

営業外費用合計 153 144

経常利益 242 181

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1 －

特別損失合計 1 －

税金等調整前四半期純利益 241 181

法人税、住民税及び事業税 107 72

法人税等調整額 △47 33

法人税等合計 60 105

少数株主損益調整前四半期純利益 180 76

少数株主利益 33 27

四半期純利益 147 49



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 180 76

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △88 △41

為替換算調整勘定 △174 △53

その他の包括利益合計 △262 △94

四半期包括利益 △82 △18

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △56 △28

少数株主に係る四半期包括利益 △25 10



  該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（単位：百万円）

 （注） その他の調整額は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（単位：百万円）

 （注） その他の調整額は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

    

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  日本 中国 合計

売上高                  

(1）外部顧客への売上高  10,326  1,622  11,949

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  566  566

計  10,326  2,188  12,515

セグメント利益  287  205  493

利益 金額 

報告セグメント計  493

セグメント間取引消去  30

その他の調整額  △174

四半期連結損益計算書の営業利益  348

  日本 中国 合計

売上高                  

(1）外部顧客への売上高  9,627  1,950  11,577

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  474  474

計  9,627  2,424  12,051

セグメント利益  273  158  431

利益 金額 

報告セグメント計  431

セグメント間取引消去  26

その他の調整額  △191

四半期連結損益計算書の営業利益  266



  該当事項はありません。   

   

（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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