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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 9,445 △2.0 936 △16.0 1,001 △12.2 604 △4.6

24年3月期第3四半期 9,641 △3.4 1,115 △9.8 1,140 △9.8 633 △9.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 615百万円 （9.7％） 24年3月期第3四半期 560百万円 （△10.8％）

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

25年3月期第3四半期 121.55 ―

24年3月期第3四半期 127.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 10,522 8,685 82.5
24年3月期 10,396 8,253 79.4

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  8,685百万円 24年3月期  8,253百万円

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

24年3月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00
25年3月期 ― 19.00 ―

25年3月期（予想） 19.00 38.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 12,600 △2.1 1,150 △19.1 1,180 △19.7 700 △15.7 140.86



(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 

（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照下さい。 

(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、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 
上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって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、添付資料の２ページをご参照下さい。 

※  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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 5,225,008 株 24年3月期 5,225,008 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 255,678 株 24年3月期 255,678 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 4,969,330 株 24年3月期3Q 4,969,330 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、東日本大震災からの復興需要に伴う緩やかな回復傾向が見られ

たものの、欧州での金融不安や中国経済の減速懸念を要因とした世界経済の成長鈍化により、先行き不透明なまま推

移いたしました。 

国内の段ボール需要は、政策・景気動向、特需の反動等、不安要素はあったものの、前年比微増で推移いたしまし

た。 

このような状況下、当社グループは、拡販活動に尽力するも国内のお客様の海外シフトが進み減収となりました。

利益面においては、価格競争等により減益となりました。 

以上の結果により、売上高94億45百万円（前年同四半期比2.0％減）、営業利益９億36百万円（前年同四半期比

16.0％減）、経常利益10億１百万円（前年同四半期比12.2％減）、四半期純利益６億４百万円（前年同四半期比

4.6％減）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

日本は、売上高80億42百万円（前年同四半期比2.8％減）、セグメント利益８億62百万円（前年同四半期比15.9％

減）となりました。 

中国は、売上高14億２百万円（前年同四半期比2.6％増）、セグメント利益10百万円（前年同四半期比60.7％減）

となりました。 

   

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（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における総資産は、前連結会計年度に比べ１億25百万円増加し105億22百万円となり

ました。流動資産は、前連結会計年度に比べ40百万円増加し70億63百万円となりました。これは主に現金及び預金が

前連結会計年度に比べ１億31百万円増加し40億32百万円となったことによるものです。固定資産は、前連結会計年度

に比べ85百万円増加し34億59百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度に比べ３億５百万円減少し18億37百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度

に比べ３億33百万円減少し13億29百万円となりました。これは主に未払法人税等が前連結会計年度に比べ２億11百万

円減少し77百万円となったことによるものです。固定負債は、前連結会計年度に比べ27百万円増加し５億７百万円と

なりました。 

純資産合計は、前連結会計年度に比べ４億31百万円増加し86億85百万円となりました。これは主に利益剰余金が４

億20百万円増加し67億86百万円となったことによるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年11月８日に公表した業績予想数値に変更はありません。 

   

   

（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 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産（建物を除く）について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

この変更による損益に与える影響は軽微であります。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,901,316 4,032,437

受取手形及び売掛金 2,636,066 2,581,915

商品及び製品 112,848 121,828

仕掛品 13,216 11,269

原材料及び貯蔵品 40,264 48,369

その他 319,779 267,724

貸倒引当金 △232 △229

流動資産合計 7,023,260 7,063,315

固定資産   

有形固定資産 2,319,869 2,311,421

無形固定資産 13,483 16,593

投資その他の資産 1,040,323 1,131,295

固定資産合計 3,373,676 3,459,310

資産合計 10,396,936 10,522,626

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 985,838 929,164

未払法人税等 288,834 77,751

賞与引当金 113,912 56,417

役員賞与引当金 26,550 18,800

その他 248,183 247,666

流動負債合計 1,663,319 1,329,798

固定負債   

退職給付引当金 363,370 387,185

役員退職慰労引当金 68,600 72,200

その他 47,686 48,066

固定負債合計 479,656 507,451

負債合計 2,142,975 1,837,250

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,077,895 1,077,895

資本剰余金 980,562 980,562

利益剰余金 6,366,181 6,786,340

自己株式 △69,460 △69,460

株主資本合計 8,355,177 8,775,337

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 128,848 163,047

為替換算調整勘定 △230,065 △253,008

その他の包括利益累計額合計 △101,217 △89,961

純資産合計 8,253,960 8,685,376

負債純資産合計 10,396,936 10,522,626



（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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 9,641,628 9,445,659

売上原価 7,101,697 7,032,683

売上総利益 2,539,930 2,412,975

販売費及び一般管理費 1,424,894 1,476,347

営業利益 1,115,036 936,627

営業外収益   

受取利息 970 7,005

受取配当金 10,674 11,676

仕入割引 10,028 10,064

為替差益 － 20,841

その他 21,164 28,334

営業外収益合計 42,839 77,921

営業外費用   

持分法による投資損失 13,875 11,972

為替差損 3,059 －

その他 694 1,327

営業外費用合計 17,628 13,300

経常利益 1,140,246 1,001,248

特別利益   

固定資産売却益 663 －

特別利益合計 663 －

特別損失   

投資有価証券評価損 15,860 －

その他 1,031 －

特別損失合計 16,892 －

税金等調整前四半期純利益 1,124,018 1,001,248

法人税、住民税及び事業税 426,739 368,841

法人税等調整額 64,027 28,383

法人税等合計 490,766 397,224

少数株主損益調整前四半期純利益 633,251 604,024

四半期純利益 633,251 604,024



（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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 633,251 604,024

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29,023 34,199

為替換算調整勘定 △34,346 △21,618

持分法適用会社に対する持分相当額 △9,178 △1,324

その他の包括利益合計 △72,548 11,256

四半期包括利益 560,702 615,280

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 560,702 615,280



該当事項はありません。   

   

   

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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 

（注）１．セグメント利益の調整額63,437千円には、セグメント間取引消去67,506千円が含まれておりま

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。  

   

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

（減価償却方法の変更） 

「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再

表示」に記載のとおり当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間よ

り、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産（建物を除く）について、改正後の法人税法に基づく

減価償却方法に変更しております。  

この変更によるセグメント利益に与える影響は軽微であります。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

前第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 

（注）１．セグメント利益の調整額61,742千円には、セグメント間取引消去70,001千円が含まれておりま

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。  

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  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 中国 計

売上高           

外部顧客への売上高  8,042,771  1,402,888  9,445,659  －  9,445,659

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  8,042,771  1,402,888  9,445,659  －  9,445,659

セグメント利益  862,540  10,650  873,190  63,437  936,627

  （単位：千円）

  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 中国 計

売上高           

外部顧客への売上高  8,274,237  1,367,390  9,641,628  －  9,641,628

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  8,274,237  1,367,390  9,641,628  －  9,641,628

セグメント利益  1,026,187  27,106  1,053,293  61,742  1,115,036



該当事項はありません。   

   

   

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

（６）重要な後発事象
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