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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6月30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 ％

30年3月期第1四半期 7,836 △2.0 68 △49.5 83 △14.8 52 △28.4

29年3月期第1四半期 7,997 △2.9 134 ― 98 ― 73 ―

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　116百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△98百万円 （―％）

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

30年3月期第1四半期 3.43 ―

29年3月期第1四半期 4.79 ―

(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 ％

30年3月期第1四半期 17,720 4,249 23.2

29年3月期 17,907 4,224 22.8

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 4,114百万円 29年3月期 4,091百万円

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

29年3月期 ― ― ― 6.00 6.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） ― ― 60.00 60.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

※当社は、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施する予定であるため、平成30年3月期（予想）の１株当たり
期末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。なお、詳細につきましては「業績予想の適切な利用に関する説明、その
他特記事項」をご覧ください。

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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）

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

第2四半期(累計) 16,800 3.8 300 △17.8 300 5.3 200 7.0 13.07

通期 35,000 4.5 800 △12.9 800 0.0 550 1.3 359.53

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※平成30年3月期の連結業績予想（通期）における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。なお、詳細につきましては「業
績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 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

(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） 30年3月期1Q 16,861,544 株 29年3月期 16,861,544 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 1,564,217 株 29年3月期 1,563,475 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 15,297,808 株 29年3月期1Q 15,302,982 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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については、四半期決
算短信（添付資料）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。

（株式併合後の配当および連結業績予想について）

　当社は、平成29年6月29日開催の第80回定時株主総会において株式併合について承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式10株につ
き１株の割合で株式併合を実施する予定であります。なお、株式併合考慮前に換算した平成30年3月期の配当予想および連結業績予想は以下のとおりであり
ます。

１．平成30年3月期の配当予想

　　１株当たり配当金　期末　6円00銭

２．平成30年3月期の連結業績予想

　　１株当たり当期純利益　通期　35円95銭
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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（平成29年４月１日～平成29年６月30日）におけるわが国経済は、企業収益や雇用情

勢が緩やかに改善する一方で、欧州、米国新政権、中国の情勢や地政学リスクの高まりなどから、依然として先行

き不透明な状況のまま推移いたしました。

このような環境のもと、当社グループは『収益力とグループ総合力の強化に向けた変革』を基本方針として、安

定した収益の確保に向け、「売上の確保」、「生産の拡大・生産効率の向上」、「利益拡大」、「管理体制の強

化」などを課題として、引き続き需要の開拓と徹底したコスト削減に取り組み、業績向上に努めてまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は7,836百万円（前年同四半期比2.0％減）、営業利益68百万円

（前年同四半期比49.5％減）、経常利益83百万円（前年同四半期比14.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利

益52百万円（前年同四半期比28.4％減）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、7ページ「セグメント情報」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176百万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、主力の角底袋や手提袋の販売数量減少、紙器の販売金額減少などにより、売上高は

前年同期に比べ28百万円減少して3,082百万円となりました。セグメント利益（営業利益）は生産効率の向上に努め

たものの、固定費の増加などにより、前年同期に比べ45百万円減少して108百万円となりました。

「化成品事業」

化成品事業につきましては、主力のレジ袋の販売数量減少などにより、売上高は前年同期に比べ178百万円減少し

て3,111百万円となりました。セグメント利益（営業利益）は原材料価格および仕入価格の上昇などにより、前年同

期に比べ14百万円減少して127百万円となりました。

「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、事務用品や清掃用品の増加などにより、売上高は前年同期に比べ45百万円増加して1,641百万円となりまし

た。セグメント利益（営業利益）は販売管理費の増加により、前年同期に比べ2百万円減少して8百万円となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明
　

当第１四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186百万円減少して17,720百万円となり

ました。流動資産は、たな卸資産が283百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が542百万円減少、電子記録債権

が121百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ340百万円減少の11,536百万円となりました。固定

資産は、設備投資等により165百万円増加、投資有価証券の時価評価差額が107百万円増加した一方、有形固定資産

の減価償却費88百万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154百万円増加の6,184百万円となり

ました。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ211百万円減少して13,471百万円となりました。これは、未払金が107百万

円増加、賞与引当金が128百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が117百万円減少、短期借入金及び長期借入金

が42百万円減少、電子記録債務が132百万円減少、未払法人税等が162百万円減少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24百万円増加して4,249百万円となりました。これは、親会社株主に帰属

する四半期純利益計上により52百万円増加、その他有価証券評価差額金が74百万円増加した一方、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22.8％から

23.2％になりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の業績予想につきましては、平成29年５月12日に公表いたしました業績予想から修正は行ってお

りません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,924 1,922

受取手形及び売掛金 5,502 4,960

電子記録債権 1,161 1,039

商品及び製品 2,276 2,359

仕掛品 308 354

原材料及び貯蔵品 411 567

繰延税金資産 112 131

その他 181 203

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 11,877 11,536

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,405 6,371

減価償却累計額 △5,031 △5,013

建物及び構築物（純額） 1,373 1,358

機械装置及び運搬具 10,219 10,265

減価償却累計額 △9,425 △9,382

機械装置及び運搬具（純額） 793 882

土地 1,123 1,123

リース資産 609 561

減価償却累計額 △169 △133

リース資産（純額） 440 427

建設仮勘定 88 86

その他 807 806

減価償却累計額 △750 △748

その他（純額） 57 58

有形固定資産合計 3,876 3,937

無形固定資産

電話加入権 15 15

その他 36 34

無形固定資産合計 51 49

投資その他の資産

投資有価証券 1,468 1,555

破産更生債権等 7 5

事業保険金 86 86

差入保証金 256 251

退職給付に係る資産 213 235

繰延税金資産 82 69

その他 4 4

貸倒引当金 △17 △11

投資その他の資産合計 2,101 2,196

固定資産合計 6,030 6,184

資産合計 17,907 17,720
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,965 4,847

電子記録債務 2,027 1,895

短期借入金 1,801 2,029

リース債務 61 62

未払金 483 590

未払法人税等 219 57

未払消費税等 105 55

賞与引当金 244 373

設備関係支払手形 4 19

設備関係電子記録債務 25 45

設備関係未払金 29 96

その他 165 124

流動負債合計 10,132 10,197

固定負債

長期借入金 2,379 2,108

リース債務 401 384

繰延税金負債 1 22

役員退職慰労引当金 81 77

環境対策引当金 4 4

退職給付に係る負債 681 676

固定負債合計 3,550 3,274

負債合計 13,683 13,471

純資産の部

株主資本

資本金 1,374 1,374

資本剰余金 1,450 1,450

利益剰余金 1,391 1,352

自己株式 △260 △260

株主資本合計 3,956 3,916

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 186 260

繰延ヘッジ損益 △0 2

為替換算調整勘定 24 7

退職給付に係る調整累計額 △75 △72

その他の包括利益累計額合計 135 197

非支配株主持分 132 135

純資産合計 4,224 4,249

負債純資産合計 17,907 17,720
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 7,997 7,836

売上原価 6,576 6,441

売上総利益 1,420 1,394

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 648 647

給料及び手当 359 383

賞与引当金繰入額 49 61

退職給付費用 16 15

賃借料 43 45

旅費及び交通費 26 31

その他の経費 140 141

販売費及び一般管理費合計 1,285 1,326

営業利益 134 68

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 12 14

貸倒引当金戻入額 - 4

持分法による投資利益 11 7

為替差益 - 2

受取賃貸料 7 7

作業くず売却益 1 2

受取保険金 - 0

雑収入 5 3

営業外収益合計 38 43

営業外費用

支払利息 18 20

為替差損 49 -

その他 7 7

営業外費用合計 75 28

経常利益 98 83

特別利益

固定資産売却益 - 0

特別利益合計 - 0

特別損失

固定資産除却損 2 3

固定資産売却損 6 -

特別損失合計 8 3

税金等調整前四半期純利益 89 80

法人税、住民税及び事業税 41 41

法人税等調整額 △28 △19

法人税等合計 12 22

四半期純利益 76 57

非支配株主に帰属する四半期純利益 3 5

親会社株主に帰属する四半期純利益 73 52
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 76 57

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △124 74

繰延ヘッジ損益 △14 2

為替換算調整勘定 △36 △20

退職給付に係る調整額 5 2

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 0

その他の包括利益合計 △175 58

四半期包括利益 △98 116

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △97 114

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 2
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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）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30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

（単位：百万円）

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

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 3,111 3,290 1,595 7,997 ― 7,997

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,111 3,290 1,595 7,997 ― 7,997

セグメント利益 153 141 11 307 △172 134

（注） １ セグメント利益の調整額△172百万円は、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。

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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30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

（単位：百万円）

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

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 3,082 3,111 1,641 7,836 ― 7,836

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,082 3,111 1,641 7,836 ― 7,836

セグメント利益 108 127 8 244 △176 68

（注） １ セグメント利益の調整額△176百万円は、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。

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。
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