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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 4,506 2.5 272 22.0 330 34.7 203 86.4
25年3月期第1四半期 4,397 0.1 223 2.4 245 △2.4 108 △21.5

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 290百万円 （149.9％） 25年3月期第1四半期 116百万円 （△8.7％）

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

26年3月期第1四半期 24.39 ―
25年3月期第1四半期 12.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 16,592 10,336 62.3
25年3月期 16,641 10,176 61.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  10,336百万円 25年3月期  10,176百万円

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

25年3月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 8.50 ― 8.50 17.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期(累計) 9,000 3.2 500 19.5 600 20.7 370 35.7 44.17
通期 18,000 3.3 1,000 10.1 1,200 3.8 740 3.1 88.34



(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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来の記載に関する記述は、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、添付資料の２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」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） 26年3月期1Q 9,328,000 株 25年3月期 9,328,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,047,888 株 25年3月期 951,688 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 8,326,012 株 25年3月期1Q 8,527,903 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権交代による各種政策による円安の動きや株価

上昇など景気回復の兆しが見られ、輸出および個人消費は持ち直しの動きが見られましたが、海外景気

の下振れなど依然として厳しい状況で推移しました。 

 このような経営環境のもと、当社グループは、提案営業を継続して顧客満足の向上に取り組むととも

に、環境配慮型の製品開発を推進し業績向上に取り組みました。 

 その結果、売上高は45億６百万円（前年同期比2.5％増）となり、営業利益は２億72百万円（前年同

期比22.0％増）、経常利益は３億30百万円（前年同期比34.7％増）、四半期純利益は２億３百万円（前

年同期比86.4％増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より49百万円減少し、165億92百万円と

なりました。 

 流動資産については、現金及び預金の減少等により前連結会計年度末に比べて２億８百万円減少して

おります。固定資産については、投資有価証券の増加等により、前連結会計年度末に比べて１億58百万

円増加しております。 

 負債合計は62億55百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億９百万円減少しております。主とし

て流動負債が、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べて２億19百万円減少して

おります。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は103億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ

て１億59百万円の増加となりました。 

  

平成26年３月期の見通しにつきまして、平成25年５月10日の決算発表時の業績予想数値からの変更は

ありません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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（包装機能材事業） 

平成25年６月に、日本を含むアジア地域における紙袋事業拡大と競争力強化を目的として、マレーシ

ア国においてENCORE LAMI SDN.BHD．を新規設立しております。 

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,194,864 2,738,263 

受取手形及び売掛金 4,245,296 4,394,272 

商品及び製品 619,322 692,701 

仕掛品 102,689 104,912 

原材料及び貯蔵品 779,924 683,323 

その他 209,062 329,813 

貸倒引当金 △14,933 △15,250 

流動資産合計 9,136,227 8,928,036 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,334,886 2,343,437 

機械装置及び運搬具（純額） 1,916,457 1,893,090 

その他（純額） 1,770,111 1,793,658 

有形固定資産合計 6,021,455 6,030,185 

無形固定資産 112,919 116,135 

投資その他の資産   

投資有価証券 722,548 818,990 

その他 708,285 758,728 

貸倒引当金 △59,819 △59,812 

投資その他の資産合計 1,371,014 1,517,907 

固定資産合計 7,505,388 7,664,228 

資産合計 16,641,615 16,592,264 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,212,268 3,031,075 

短期借入金 246,803 265,846 

未払法人税等 222,864 159,292 

賞与引当金 216,116 113,015 

その他 1,141,659 1,251,349 

流動負債合計 5,039,713 4,820,579 

固定負債   

退職給付引当金 1,041,129 1,036,815 

役員退職慰労引当金 186,686 190,286 

その他 197,472 207,988 

固定負債合計 1,425,288 1,435,089 

負債合計 6,465,001 6,255,669 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,400 466,400 

資本剰余金 345,514 345,514 

利益剰余金 9,958,188 10,090,054 

自己株式 △511,025 △570,009 

株主資本合計 10,259,077 10,331,959 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 178,666 184,102 

為替換算調整勘定 △261,129 △179,466 

その他の包括利益累計額合計 △82,463 4,635 

純資産合計 10,176,614 10,336,595 

負債純資産合計 16,641,615 16,592,264 
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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１四半期連結累計期間 

 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,397,072 4,506,001 

売上原価 3,455,023 3,504,089 

売上総利益 942,049 1,001,912 

販売費及び一般管理費 718,687 729,325 

営業利益 223,361 272,586 

営業外収益   

受取利息 1,114 704 

受取配当金 3,513 4,091 

受取賃貸料 53,400 43,411 

為替差益 － 7,826 

その他 15,121 16,538 

営業外収益合計 73,149 72,571 

営業外費用   

支払利息 4,523 2,950 

不動産賃貸費用 4,813 5,201 

為替差損 37,377 － 

売上割引 2,451 1,458 

その他 2,060 5,119 

営業外費用合計 51,226 14,730 

経常利益 245,283 330,427 

特別利益   

固定資産売却益 52 － 

特別利益合計 52 － 

特別損失   

固定資産売却損 75 － 

固定資産除却損 － 402 

投資有価証券評価損 28,609 － 

特別損失合計 28,684 402 

税金等調整前四半期純利益 216,652 330,024 

法人税、住民税及び事業税 150,018 156,842 

法人税等調整額 △42,309 △29,882 

法人税等合計 107,709 126,960 

少数株主損益調整前四半期純利益 108,942 203,064 

少数株主利益 － － 

四半期純利益 108,942 203,064 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 108,942 203,064 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △50,380 5,435 

為替換算調整勘定 57,538 81,663 

その他の包括利益合計 7,157 87,098 

四半期包括利益 116,099 290,163 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 116,099 290,163 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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