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1. 平成27年4月期第1四半期の連結業績（平成26年5月1日～平成26年7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 ％

27年4月期第1四半期 609 △4.0 △22 ― △19 ― △13 ―
26年4月期第1四半期 634 3.2 △7 ― △2 ― △7 ―

（注）包括利益 27年4月期第1四半期 △13百万円 （―％） 26年4月期第1四半期 △9百万円 （―％）

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

27年4月期第1四半期 △2.63 ―
26年4月期第1四半期 △1.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

27年4月期第1四半期 3,761 3,051 81.1 582.36
26年4月期 3,930 3,085 78.5 588.96
（参考）自己資本 27年4月期第1四半期 3,051百万円 26年4月期 3,085百万円

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

26年4月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
27年4月期 ―
27年4月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成27年 4月期の連結業績予想（平成26年 5月 1日～平成27年 4月30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 ： 有
連結業績予想の修正については、本日（平成26年9月12日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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) 1,300 △4.8 △13 ― △7 ― △8 ― △1.53
通期 2,700 △3.6 25 △68.8 33 △61.2 12 △65.7 2.29



(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。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２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 ： 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） 27年4月期1Q 5,850,000 株 26年4月期 5,850,000 株
② 期末自己株式数 27年4月期1Q 610,606 株 26年4月期 610,606 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年4月期1Q 5,239,394 株 26年4月期1Q 5,239,394 株
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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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種政策等を背景に全体としては緩やかな回復基調が続

いておりました。一方、消費税増税に伴う耐久消費財を中心とした駆け込み需要の反動による個人消費の落ち込みが

見られ、また燃料費等が上昇するなど厳しい状況でありました。

このような状況のなか、当社グループは新５層フィルムによる多角的に市場をつかむ活動を継続中であり、新規案

件の獲得に努めてまいりました。自動機対応フィルムの深絞り市場において拡販が進み、非ボイルタイプに加え、ボ

イルタイプの供給を実現するに至りましたが、既存の受注において、消費税増税の影響による需要の落ち込みが大き

く影響しました結果、売上高は6億9百万円（前年同四半期比4.0％減）となりました。

利益につきましては、全社あげてのコスト削減に取り組みましたが、売上が予想に届かなかったことや、当初見込

んでいた原材料価格アップ分の販売価格への転嫁が市場競争の中で困難であったこと等から、営業損失が22百万円

（前年同四半期は営業損失7百万円）となりました。また、受取利息や作業くず売却益の計上等を加えた経常損失は

19百万円（前年同四半期は経常損失2百万円）、四半期純損失は13百万円（前年同四半期は四半期純損失7百万円）と

なりました。

用途別の売上高につきましては、食品分野では、消費税増税の影響で大きく需要が減少しましたが、低カールタイ

プの三方規格袋の増加、深絞りフィルムの拡販で補填しました。しかし、その減少額を補うまでには至りませんでし

た。その結果、3億75百万円（前年同四半期比1.3％減）となりました。

非食品分野では、医療分野において在庫調整の為の生産休止や自動車国内向け製品の減少など、大口の需要が減少

しました。その結果、1億4百万円（前年同四半期比19.8％減）となりました。

商品等につきましては、前期同様に突き刺し強度の高いフィルム（ＳＰパック）の堅調な推移と、子会社エイワフ

ァインプロセシング㈱の加工によるシュリンクフィルムの販路拡大などにより、1億30百万円（前年同四半期比4.5％

増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は23億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億53百万円減少

いたしました。これは主に商品及び製品が8百万円、その他の内、繰延税金資産が6百万円増加したものの、現金及び

預金が1億71百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は13億64百万円となり、前事業年度末に比べ14百万円減少いたしました。これは主に機械装置及び運搬具

が16百万円減少したこと等によるものであります。

この結果、総資産は、37億61百万円となり、前事業年度末に比べ1億68百万円減少いたしました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は6億50百万円となり、前事業年度末に比べ1億42百万円減少いたし

ました。これは主にその他の内、設備支払手形が1億18百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は59

百万円となり、前事業年度末に比べ8百万円増加いたしました。これは主にその他の内、リース債務がが7百万円増加

したこと等によるものであります。

この結果、負債合計は、7億10百万円となり、前事業年度末に比べ1億33百万円減少いたしました。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は30億51百万円となり、前事業年度末に比べ34百万円減少いたし

ました。これは主に四半期純損失13百万円、剰余金の配当20百万円等によるものであります。

この結果、自己資本比率は81.1％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成26年6月13日の「平成26年4月期 決算短信」で公表いたしました連結業績予想

を修正しております。修正の詳細につきましては、本日（平成26年9月12日）公表いたしました「業績予想に関する

お知らせ」をご参照下さい。

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

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。
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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26年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,617,392 1,446,240

受取手形及び売掛金 702,975 706,423

商品及び製品 86,373 95,368

仕掛品 51,687 51,915

原材料及び貯蔵品 58,079 55,168

その他 35,155 42,572

貸倒引当金 △86 △87

流動資産合計 2,551,577 2,397,600

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 395,588 389,236

機械装置及び運搬具（純額） 275,352 259,001

土地 634,701 634,701

その他（純額） 11,967 19,066

有形固定資産合計 1,317,610 1,302,006

無形固定資産 63 36

投資その他の資産

投資有価証券 33,839 34,732

その他 27,174 27,478

貸倒引当金 △11 △141

投資その他の資産合計 61,001 62,069

固定資産合計 1,378,675 1,364,111

資産合計 3,930,253 3,761,712
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成26年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 544,737 534,004

短期借入金 16,000 16,000

1年内返済予定の長期借入金 2,004 2,004

未払法人税等 10,812 3,997

賞与引当金 17,192 11,846

その他 202,043 82,902

流動負債合計 792,789 650,755

固定負債

長期借入金 3,320 2,819

役員退職慰労引当金 35,556 36,450

退職給付に係る負債 1,882 2,079

資産除去債務 10,500 10,500

その他 400 7,908

固定負債合計 51,658 59,757

負債合計 844,447 710,513

純資産の部

株主資本

資本金 774,000 774,000

資本剰余金 1,150,310 1,150,310

利益剰余金 1,810,704 1,775,965

自己株式 △263,394 △263,394

株主資本合計 3,471,620 3,436,881

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,373 2,266

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

為替換算調整勘定 345 △414

その他の包括利益累計額合計 △385,814 △385,681

純資産合計 3,085,805 3,051,199

負債純資産合計 3,930,253 3,761,712
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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25年５月１日
至 平成25年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
至 平成26年７月31日)

売上高 634,830 609,709

売上原価 461,746 458,449

売上総利益 173,083 151,259

販売費及び一般管理費 180,357 174,090

営業損失（△） △7,274 △22,830

営業外収益

受取利息 2,025 1,900

受取配当金 540 584

受取補償金 719 280

作業くず売却益 1,435 1,120

その他 830 183

営業外収益合計 5,552 4,069

営業外費用

支払利息 110 74

固定資産除却損 － 191

売上割引 192 289

その他 － 52

営業外費用合計 302 607

経常損失（△） △2,025 △19,367

税金等調整前四半期純損失（△） △2,025 △19,367

法人税、住民税及び事業税 2,460 1,205

法人税等調整額 3,269 △6,791

法人税等合計 5,729 △5,586

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7,754 △13,781

四半期純損失（△） △7,754 △13,781
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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25年５月１日
至 平成25年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
至 平成26年７月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7,754 △13,781

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,869 893

為替換算調整勘定 357 △760

その他の包括利益合計 △1,511 132

四半期包括利益 △9,266 △13,648

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △9,266 △13,648
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

当社グループは、プラスチックフィルム製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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