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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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12月期第3四半期 42,881 △4.5 444 △70.8 95 △91.7 △37 ―
23年12月期第3四半期 44,895 △4.0 1,520 △10.6 1,150 0.3 556 △59.5

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 △38百万円 （―％） 23年12月期第3四半期 472百万円 （―％）

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12月期第3四半期 △1.87 ―
23年12月期第3四半期 27.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 47,173 14,868 31.5
23年12月期 51,345 14,907 29.0
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  14,868百万円 23年12月期  14,907百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年12月期 ― 0.00 ―
24年12月期（予想） ― ―

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 60,000 △4.0 1,600 △38.7 1,200 △48.3 900 △46.6 44.67



(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ますが、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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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12月期3Q 21,040,000 株 23年12月期 21,040,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 890,950 株 23年12月期 890,902 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 20,149,069 株 23年12月期3Q 20,149,098 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、欧州諸国における財政不安の継続や国内での消費税引き上げ

法案可決・年金制度改革論議などから景気の先行きへの不安感が強まりました。当食品包装容器業界に極めて関連

性の深いスーパー・コンビニエンスストア・百貨店・その他食品加工業界においては、デフレ・低価格志向・節約

志向の強まり・天候不順に加えて消費増税も見込まれる状況下、消費者の生活防衛意識も高まり、コンビニエンス

ストアを除き一般消費市場における売上高が軒並み前年を下回る状況で推移し、当社製品の販売数量・販売価格も

その影響を大きく受ける結果となりました。 

このような状況のなか、当社グループの国内では、８月21日から９月26日にかけて東京・大阪・名古屋・福岡の

４会場にて「２０１２中央化学商談会 食卓Solution」を開催、「SD STYLE」と題して独自素材であるＳＤ・ＳＰ

Ｐ（製品名）を利用した食事スタイルを提案するなど、お客様を基点とした提案型営業の強化に努め、ＳＤ・ＳＰ

Ｐなどの新製品を市場に投入し新規需要の掘り起こしに努めました。投入時期やその規模から投入効果が顕著に現

れるのは第４四半期以降であるため、この第３四半期連結累計期間での売上増加は限定的なものにとどまりまし

た。 

中国においては、第３四半期の実質GDP成長率は7.4％に低下しましたが、安全・安心な当社グループ製品に対す

る安定的な根強い需要があるため、中国における連結子会社５社の経営資源を効率的に利用し、グループ全体の競

争力強化を図って参りました。一方で、一部素材の製造・販売を取りやめた要因もあり増収増益幅は僅少に留まり

ました。なお、９月に尖閣諸島の領有権に起因する反日デモがありましたが、当社営業拠点及び工場への被害はな

く、現状では通常通り営業・操業を行なっております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が42,881百万円（前年同期比4.5％減）、営業利益444百

万円（前年同期比70.8％減）、経常利益95百万円（前年同期比91.7％減）、四半期純損失37百万円（前年同四半期

は556百万円の純利益）となりました。 

  

(2）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

 資産は、現金及び預金が 百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ 百万円減少し

百万円となりました。 

（負債） 

 負債は、長期借入金が 百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が 百万円、短期借入金が 百万

円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し 百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産は、四半期純損失 百万円等により、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し 百万円となり、自己

資本比率は ％となりました。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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。）は前連結会計年度末と比べ

百万円減少し、 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３四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、 百万円（前年同期比 百万円減少）と

なりました。これは減価償却費 百万円、売上債権の減少 百万円等があった一方、仕入債務の減少

百万円やたな卸資産の増加 百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四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、 百万円（前年同期比 百万円減少）とな

りました。これは、固定資産の取得 百万円等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３四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、 百万円（前年同期比 百万円減少）

となりました。これは、長期借入による収入 百万円があった一方、短期借入金の純減額 百万円や長期

借入金の返済 百万円等によるものであります。  

   

(3）連結業績予想に関する定性的情報 

  業績予想につきましては、前回（平成24年８月９日発表「平成24年12月期 第２四半期決算短信」）の業績予想

から変更ありません。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

3,278 4,171 47,173

8,305 1,943 11,774

4,133 32,305

37 38 14,868

31.5

3,278 4,624

1,504 782

1,638 2,867 1,919

1,284

735 391

777

4,043 2,480

10,000 12,589

880
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（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。   

  

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

  第１四半期連結会計期間の期首以降に行われる会計上の変更及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）及び「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。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,902 4,624

受取手形及び売掛金 13,111 10,244

商品及び製品 5,310 6,552

仕掛品 666 673

原材料及び貯蔵品 1,293 1,318

繰延税金資産 300 299

その他 2,231 2,507

貸倒引当金 △14 △14

流動資産合計 30,801 26,206

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,562 6,431

機械装置及び運搬具（純額） 3,237 3,213

土地 4,563 4,563

リース資産（純額） 2,700 3,429

建設仮勘定 161 204

その他（純額） 767 658

有形固定資産合計 17,992 18,501

無形固定資産   

リース資産 38 24

その他 356 348

無形固定資産合計 395 373

投資その他の資産   

投資有価証券 324 326

長期貸付金 128 117

破産更生債権等 162 163

繰延税金資産 1,676 1,608

その他 127 115

貸倒引当金 △262 △238

投資その他の資産合計 2,157 2,092

固定資産合計 20,544 20,966

資産合計 51,345 47,173
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,062 11,118

短期借入金 15,628 3,853

リース債務 699 941

未払金 1,744 1,667

未払法人税等 37 46

未払消費税等 76 48

繰延税金負債 0 0

賞与引当金 － 172

海外事業等再編引当金 36 32

災害損失引当金 91 81

資産除去債務 17 17

その他 1,245 1,672

流動負債合計 32,639 19,654

固定負債   

長期借入金 675 8,981

リース債務 2,210 2,739

繰延税金負債 0 0

退職給付引当金 674 750

役員退職慰労引当金 46 13

債務保証損失引当金 33 33

資産除去債務 7 7

その他 151 124

固定負債合計 3,799 12,651

負債合計 36,438 32,305

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,212 6,212

資本剰余金 5,787 5,787

利益剰余金 3,761 3,723

自己株式 △1,169 △1,169

株主資本合計 14,591 14,554

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1 0

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 316 313

その他の包括利益累計額合計 315 314

純資産合計 14,907 14,868

負債純資産合計 51,345 47,173
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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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 44,895 42,881

売上原価 34,692 33,787

売上総利益 10,202 9,094

販売費及び一般管理費 8,682 8,649

営業利益 1,520 444

営業外収益   

受取利息 4 8

受取配当金 8 5

その他 145 166

営業外収益合計 158 180

営業外費用   

支払利息 312 205

手形売却損 27 20

売上割引 65 64

支払手数料 － 120

為替差損 9 66

その他 114 52

営業外費用合計 528 530

経常利益 1,150 95

特別利益   

固定資産売却益 6 1

投資有価証券売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 11 －

債務保証損失引当金戻入額 50 －

受取和解金 － 136

その他 6 －

特別利益合計 76 139

特別損失   

固定資産除売却損 31 49

投資有価証券評価損 7 0

投資有価証券売却損 － 0

災害損失 550 106

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 32 －

その他 6 －

特別損失合計 628 156

税金等調整前四半期純利益 598 77

法人税、住民税及び事業税 42 46

法人税等調整額 △0 68

法人税等合計 42 115

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

556 △37

四半期純利益又は四半期純損失（△） 556 △37
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（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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

556 △37

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 8 1

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △93 △2

その他の包括利益合計 △83 △0

四半期包括利益 472 △38

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 472 △38
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24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 598 77

減価償却費 1,593 1,638

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △50 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △23

災害損失引当金の増減額（△は減少） 115 △9

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 32 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 102 76

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 △32

受取利息及び受取配当金 △13 △14

支払利息 312 205

為替差損益（△は益） 32 19

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 7 △0

有形固定資産除却損 31 49

有形固定資産売却損益（△は益） △6 △1

役員退職慰労金 6 38

売上債権の増減額（△は増加） 1,555 2,867

たな卸資産の増減額（△は増加） △412 △1,284

仕入債務の増減額（△は減少） △446 △1,919

未払消費税等の増減額（△は減少） △68 △27

その他 △547 63

小計 2,842 1,722

利息及び配当金の受取額 13 14

利息の支払額 △305 △155

債務保証履行による支払額 △184 －

役員退職慰労金の支払額 △6 △38

法人税等の支払額 △72 △38

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,286 1,504

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △567 △777

固定資産の売却による収入 207 3

投資有価証券の取得による支出 △8 △8

投資有価証券の売却による収入 － 9

貸付金の回収による収入 49 27

その他 △25 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △343 △735

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） △649 △12,589

長期借入れによる収入 － 10,000

長期借入金の返済による支出 △386 △880

リース債務の返済による支出 △526 △573

自己株式の取得による支出 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,562 △4,043

現金及び現金同等物に係る換算差額 △141 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 239 △3,278

現金及び現金同等物の期首残高 6,100 7,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,339 4,624
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 該当事項はありません。   

   

   

 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23年１月１日 至平成23年９月30日） 

  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１ セグメント利益の調整額 百万円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していな

い全社費用であります。 

   ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年１月１日 至平成24年９月30日） 

  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１ セグメント利益の調整額 百万円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していな 

い全社費用であります。 

   ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

   

   

（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

（６）セグメント情報等

  
報告セグメント 

調整額 
(注)１  

四半期連結  
損益計算書 
計上額 
(注)２  

日本 アジア 計 

売上高  

外部顧客への売上高  41,224  3,671  44,895  －  44,895

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 68  850  918  △918  －

計  41,292  4,521  45,814  △918  44,895

セグメント利益  1,666  201  1,868  △348  1,520

△348

  
報告セグメント 

調整額 
(注)１  

四半期連結  
損益計算書 
計上額 
(注)２  

日本 アジア 計 

売上高  

外部顧客への売上高  39,255  3,626  42,881  －  42,881

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 35  1,004  1,039  △1,039  －

計  39,290  4,631  43,921  △1,039  42,881

セグメント利益  666  216  883  △438  444

△438
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