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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年12月31日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第３四半期 12,970 △4.5 1,050 40.6 1,196 22.7 837 1.5

28年３月期第３四半期 13,579 1.5 747 101.5 975 71.0 824 118.5
(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 777百万円( 66.2％) 28年３月期第３四半期 467百万円( △8.4％)
　

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

29年３月期第３四半期 104.40 －

28年３月期第３四半期 102.85 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第３四半期 19,331 12,213 63.1

28年３月期 18,753 11,627 62.0
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 12,201百万円 28年３月期 11,618百万円
　

　　

２．配当の状況

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

28年３月期 － 9.50 － 12.50 22.00

29年３月期 － 11.00 －

29年３月期(予想) 11.00 22.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 18,000 0.3 1,300 17.8 1,450 9.6 970 0.7 120.97
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

(注) 詳細は、添付資料の３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」をご覧ください。

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期３Ｑ 9,328,000株 28年３月期 9,328,000株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 1,310,204株 28年３月期 1,308,859株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 8,018,456株 28年３月期３Ｑ 8,018,679株

　
　

※ 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連結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
「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。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策の効果もあり、雇用・所得環境の改善が見ら

れ、緩やかな回復基調となっているものの、中国を始めとするアジア新興国や資源国の景気減速や英国のＥＵ離脱

問題、米国大統領選挙後の影響等、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

このような経営環境のもと、当社グループは、「ＴＰＳ（トータル・パッケージング・ソリューション）提案」

をスローガンに新製品開発や機能改良、最適包装の提案に努め、顧客満足を徹底的に追求するとともに、全社をあ

げてイノベーション活動に取り組み、業績向上に努めてまいりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は129億70百万円（前年同期比4.5％減）となり、営業利益は10億

50百万円（前年同期比40.6％増）、経常利益は11億96百万円（前年同期比22.7％増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は８億37百万円（前年同期比1.5％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて５億77百万円増加し、193億31百万円とな

りました。

流動資産については、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により前連結会計年度末に比べて８億34百万

円増加しております。固定資産については、有形固定資産の減価償却が進んだこと等により、前連結会計年度末に

比べて２億57百万円減少しております。

負債合計は71億18百万円となり、前連結会計年度末に比べて８百万円の減少となりました。流動負債について

は、電子記録債務、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べて88百万円増加しております。固定負債

については、役員退職慰労引当金の減少等により、前連結会計年度末に比べて96百万円減少しております。

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は122億13百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億85百

万円の増加となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の見通しにつきましては、平成28年10月24日に公表しました業績予想に変更はありません。
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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

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。

（役員退職慰労金制度の廃止）

当社は、平成28年５月10日開催の取締役会において、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時をもって役

員退職慰労金制度を廃止することを決議し、同株主総会で退職慰労金の打切り支給案が承認されました。

これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打切り支給額未払分60,651千円については、各人の退任時

に支給することから、固定負債の「その他」に含めて計上しております。
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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28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,574,616 5,191,154

受取手形及び売掛金 3,744,132 4,101,686

電子記録債権 300,521 335,090

商品及び製品 728,625 586,308

仕掛品 118,631 127,121

原材料及び貯蔵品 817,520 748,913

その他 282,911 313,531

貸倒引当金 △13,236 △15,171

流動資産合計 10,553,723 11,388,633

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,423,448 2,258,329

機械装置及び運搬具（純額） 1,856,461 1,572,257

その他（純額） 1,763,423 2,065,162

有形固定資産合計 6,043,334 5,895,749

無形固定資産 223,044 197,738

投資その他の資産

投資有価証券 790,129 870,507

退職給付に係る資産 411,842 420,578

その他 791,729 618,118

貸倒引当金 △59,873 △59,889

投資その他の資産合計 1,933,828 1,849,315

固定資産合計 8,200,207 7,942,803

資産合計 18,753,930 19,331,437

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,298,261 1,307,183

電子記録債務 1,549,644 1,664,920

短期借入金 610,191 698,723

未払法人税等 137,811 91,742

賞与引当金 217,706 107,349

その他 885,275 917,564

流動負債合計 4,698,890 4,787,484

固定負債

長期借入金 629,134 646,656

役員退職慰労引当金 154,059 －

退職給付に係る負債 1,416,331 1,418,694

その他 228,018 265,278

固定負債合計 2,427,544 2,330,628

負債合計 7,126,434 7,118,113
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 466,400 466,400

資本剰余金 345,584 345,584

利益剰余金 11,749,815 12,398,526

自己株式 △726,961 △727,800

株主資本合計 11,834,839 12,482,710

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 210,543 315,645

為替換算調整勘定 △236,860 △427,531

退職給付に係る調整累計額 △190,088 △169,518

その他の包括利益累計額合計 △216,404 △281,404

非支配株主持分 9,061 12,017

純資産合計 11,627,495 12,213,323

負債純資産合計 18,753,930 19,331,437
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 13,579,229 12,970,777

売上原価 10,655,329 9,708,706

売上総利益 2,923,900 3,262,070

販売費及び一般管理費 2,176,820 2,211,374

営業利益 747,080 1,050,696

営業外収益

受取利息 3,387 4,106

受取配当金 12,634 12,145

受取賃貸料 144,304 143,127

為替差益 － 71,829

デリバティブ評価益 199,339 －

その他 60,214 40,997

営業外収益合計 419,880 272,205

営業外費用

支払利息 43,945 35,244

不動産賃貸費用 13,714 11,680

為替差損 119,204 －

デリバティブ評価損 － 67,333

売上割引 3,781 3,178

その他 10,789 8,747

営業外費用合計 191,434 126,183

経常利益 975,526 1,196,717

特別利益

退職給付制度改定益 166,629 －

投資有価証券売却益 － 2,784

特別利益合計 166,629 2,784

特別損失

固定資産売却損 － 535

固定資産除却損 4,049 14,624

特別損失合計 4,049 15,159

税金等調整前四半期純利益 1,138,107 1,184,342

法人税、住民税及び事業税 202,906 270,287

法人税等調整額 109,424 72,047

法人税等合計 312,331 342,335

四半期純利益 825,775 842,007

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,028 4,858

親会社株主に帰属する四半期純利益 824,747 837,149
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 825,775 842,007

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,961 105,101

為替換算調整勘定 △279,086 △190,671

退職給付に係る調整額 △63,264 20,569

その他の包括利益合計 △358,312 △65,000

四半期包括利益 467,463 777,007

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 468,335 774,050

非支配株主に係る四半期包括利益 △871 2,956
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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。
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