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

26年3月期第3四半期 27,657 3.2 △148 ― 19 △72.8 △89 ―
25年3月期第3四半期 26,808 3.1 84 △42.0 71 △45.1 32 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 63百万円 （102.0％） 25年3月期第3四半期 31百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 △5.83 ―
25年3月期第3四半期 2.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 21,062 3,556 16.4
25年3月期 17,978 3,585 19.4
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,457百万円 25年3月期 3,488百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 6.00 6.00

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、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 35,800 3.7 △200 ― △50 ― 10 △89.5 0.65



(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
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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）３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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
②①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3Q 16,861,544 株 25年3月期 16,861,544 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,548,261 株 25年3月期 1,543,919 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 15,315,436 株 25年3月期3Q 15,318,511 株
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当第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年12月31日）におけるわが国経済は、政府の経

済政策や日銀の金融政策等を背景に、円安・株高基調による輸出企業を中心とした企業業績の回復、消費

動向の改善など、景気は緩やかな回復基調をたどる一方で、消費税率の引き上げや円安による輸入価格の

上昇などの懸念要因もあり、依然として先行きは不透明な状況が続いております。 

一方、当社グループを取り巻く経営環境は、原材料市況の上昇高止まりや円安による輸入製品の価格上

昇などから、依然として厳しい状況が続いております。 

このような環境のもと、当社グループは『収益力のある組織・企業』を基本方針として、安定した収益

の確保に向け、引き続き需要の開拓と徹底したコスト削減、環境変化に対応した価格政策による「売上と

利益の確保」、「品質および生産効率の向上」に重点的に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は27,657百万円（前年同四半期比3.2％増）、営業損

失148百万円（前年同四半期は営業利益84百万円）、経常利益19百万円（前年同四半期比72.8％減）、四

半期純損失89百万円（前年同四半期は四半期純利益32百万円）となりました。 

セグメントの業績の概況は次のとおりであります。 

なお、各セグメントのセグメント損益（営業損益）は、9ページ「セグメント情報等」に記載のとお

り、各セグメントに配分していない全社費用648百万円を配分する前の金額であります。 

「紙製品事業」 

紙製品事業につきましては、主力の角底袋の販売数量の減少などにより、売上高は前年同四半期に比

べ3百万円減少して10,694百万円となりました。セグメント利益（営業利益）は生産効率の向上に努め

たことなどから生産利益は増加したものの、仕入品の価格上昇などから粗利益額が減少、販売管理費の

減少があったものの、前年同四半期に比べ23百万円減少して465百万円となりました。 

「化成品事業」 

化成品事業につきましては、主力のレジ袋は販売数量が減少したものの売価修正により販売金額は増

加し、またフィルム製品の販売金額の増加などもあり、売上高は前年同四半期に比べ688百万円増加し

て10,825百万円となりました。セグメント損益（営業損益）は原材料価格および仕入価格の上昇高止ま

りと円安に売価修正が追いつかず、粗利益額が減少、加えて販売管理費が増加したため、前年同四半期

に比べ189百万円減少して11百万円の損失となりました。 

「その他事業」 

その他事業につきましては、Ｓ・Ｖ・Ｓ（スーパーバッグ・ベンダー・システム）を主たる事業とし

て展開しており、包装用品や事務用品の増加などから、売上高は前年同四半期に比べ164百万円増加し

て6,137百万円となりました。セグメント利益（営業利益）は仕入商品の利益率改善が進まず粗利益額

が減少、加えて販売管理費が微増となり、前年同四半期に比べ34百万円減少して45百万円となりまし

た。 

  

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
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当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3,083百万円増加して

21,062百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が1,834百万円増加、たな卸資産が300百

万円増加、未収入金が637百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ2,808百万円増加の

14,941百万円となりました。固定資産は、設備投資等により有形固定資産が614百万円増加した一方、

有形固定資産の減価償却費278百万円、無形固定資産の減価償却費83百万円により減少したことなどか

ら、前連結会計年度末に比べ275百万円増加の6,120百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,112百万円増加して17,505百万円となりました。これは、支

払手形及び買掛金が1,319百万円増加、短期借入金及び長期借入金が1,246百万円増加、リース債務が

330百万円増加、厚生年金基金解散損失引当金が215百万円増加したことなどによるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ29百万円減少して3,556百万円となりました。これは、その

他有価証券評価差額金が72百万円増加、為替換算調整勘定が77百万円増加した一方、四半期純損失計上

により89百万円減少、剰余金の配当で91百万円減少したことなどによるものであります。この結果、自

己資本比率は、前連結会計年度末の19.4％から16.4％になりました。 

  

今後の見通しにつきましては、当社を取り巻く経営環境は、円安による原材料や仕入商品のコスト増加

懸念などから、依然として厳しい状況が続くものと思われます。 

平成26年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間における業績の動向等を勘案

し、平成25年10月22日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表

の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

（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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２．四半期連結財務諸表

（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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,366,633 1,335,082

受取手形及び売掛金 7,082,263 8,917,068

商品及び製品 2,321,017 2,710,780

仕掛品 324,976 304,562

原材料及び貯蔵品 504,060 435,542

短期貸付金 1,036 888

繰延税金資産 108,913 141,611

その他 427,383 1,100,181

貸倒引当金 △3,225 △4,344

流動資産合計 12,133,060 14,941,373

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,129,215 6,281,852

減価償却累計額 △4,618,872 △4,787,487

建物及び構築物（純額） 1,510,342 1,494,364

機械装置及び運搬具 10,130,543 10,412,130

減価償却累計額 △9,316,326 △9,459,494

機械装置及び運搬具（純額） 814,217 952,636

土地 1,123,398 1,123,398

リース資産 77,927 408,484

減価償却累計額 △35,409 △46,034

リース資産（純額） 42,518 362,450

建設仮勘定 126,803 19,328

その他 802,131 825,783

減価償却累計額 △720,739 △752,352

その他（純額） 81,391 73,430

有形固定資産合計 3,698,671 4,025,609

無形固定資産

電話加入権 15,691 15,691

リース資産 80,740 42,464

その他 130,885 90,880

無形固定資産合計 227,317 149,036

投資その他の資産

投資有価証券 1,231,716 1,336,434

破産更生債権等 6,671 14,166

事業保険金 118,260 80,876

差入保証金 162,617 162,538

繰延税金資産 216,947 176,184

その他 199,415 199,478

貸倒引当金 △16,021 △23,536

投資その他の資産合計 1,919,606 1,946,142

固定資産合計 5,845,595 6,120,788

資産合計 17,978,656 21,062,161
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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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,949,445 9,268,846

短期借入金 1,726,969 2,736,702

リース債務 20,957 44,784

未払金 479,847 562,839

未払法人税等 66,612 5,562

未払消費税等 29,943 －

賞与引当金 224,702 113,513

厚生年金基金解散損失引当金 － 215,500

設備関係支払手形 44,199 80,129

設備関係未払金 8,479 25,552

その他 192,516 230,191

流動負債合計 10,743,673 13,283,622

固定負債

長期借入金 2,562,688 2,799,630

リース債務 38,174 344,941

退職給付引当金 728,642 748,949

役員退職慰労引当金 315,438 324,203

環境対策引当金 4,308 4,308

固定負債合計 3,649,251 4,222,032

負債合計 14,392,924 17,505,655

純資産の部

株主資本

資本金 1,374,755 1,374,755

資本剰余金 1,450,226 1,450,226

利益剰余金 876,245 695,092

自己株式 △256,959 △257,608

株主資本合計 3,444,267 3,262,465

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 135,418 207,595

繰延ヘッジ損益 11,488 12,222

為替換算調整勘定 △102,241 △24,976

その他の包括利益累計額合計 44,665 194,841

少数株主持分 96,798 99,199

純資産合計 3,585,731 3,556,506

負債純資産合計 17,978,656 21,062,161
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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：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

売上高 26,808,615 27,657,936

売上原価 22,770,859 23,824,505

売上総利益 4,037,756 3,833,431

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 1,956,241 1,931,403

給料及び手当 1,194,220 1,216,042

賞与引当金繰入額 58,080 56,157

退職給付引当金繰入額 76,113 75,569

賃借料 134,055 137,987

旅費及び交通費 81,012 79,662

その他の経費 453,386 484,750

販売費及び一般管理費合計 3,953,110 3,981,574

営業利益又は営業損失（△） 84,645 △148,142

営業外収益

受取利息 219 146

受取配当金 26,644 28,184

貸倒引当金戻入額 1,946 86

持分法による投資利益 14,989 28,640

為替差益 － 107,524

受取賃貸料 22,233 22,561

作業くず売却益 5,134 5,001

雑収入 16,817 68,295

営業外収益合計 87,986 260,441

営業外費用

支払利息 79,196 72,854

為替差損 1,354 －

電子記録債権売却損 － 91

貸倒引当金繰入額 － 20

その他 20,233 19,819

営業外費用合計 100,785 92,785

経常利益 71,846 19,513

特別利益

固定資産売却益 3,500 1,256

投資有価証券売却益 5,182 93,995

受取保険金 11,520 －

保険差益 － 10,748

特別利益合計 20,204 106,001

特別損失

固定資産除却損 2,780 1,340

ゴルフ会員権評価損 325 －

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 － 215,500

特別退職金 － 8,645

特別損失合計 3,105 225,486

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

88,945 △99,971
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（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

法人税、住民税及び事業税 27,959 29,127

法人税等調整額 32,909 △30,835

法人税等合計 60,868 △1,707

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（△）

28,076 △98,264

少数株主損失（△） △4,078 △9,016

四半期純利益又は四半期純損失（△） 32,154 △89,248
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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：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31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（△）

28,076 △98,264

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 659 72,177

繰延ヘッジ損益 17,570 733

為替換算調整勘定 △17,007 76,886

持分法適用会社に対する持分相当額 2,057 11,796

その他の包括利益合計 3,280 161,594

四半期包括利益 31,357 63,329

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 40,817 60,928

少数株主に係る四半期包括利益 △9,460 2,401
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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24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

（単位：千円） 

（注） １ セグメント利益の調整額△662,908千円は、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。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 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。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

（単位：千円） 

（注） １ セグメント利益又は損失の調整額△648,296千円は、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。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 ２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

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）

（セグメント情報等）

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

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

紙製品事業 化成品事業 その他事業 計

売上高

外部顧客への売上高 10,697,848 10,136,929 5,973,838 26,808,615 ― 26,808,615

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 10,697,848 10,136,929 5,973,838 26,808,615 ― 26,808,615

セグメント利益 489,345 178,457 79,752 747,554 △662,908 84,645
 

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

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

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

紙製品事業 化成品事業 その他事業 計

売上高

外部顧客への売上高 10,694,683 10,825,403 6,137,850 27,657,936 ― 27,657,936

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 10,694,683 10,825,403 6,137,850 27,657,936 ― 27,657,936

セグメント利益又は損失(△) 465,854 △11,087 45,387 500,154 △648,296 △148,142
 

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
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