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1. 平成30年2月期第2四半期の連結業績（平成29年3月1日～平成29年8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 ％

30年2月期第2四半期 8,107 2.9 468 11.8 503 12.1 387 △9.9

29年2月期第2四半期 7,878 3.9 419 109.4 449 99.8 430 223.5

（注）包括利益 30年2月期第2四半期　　356百万円 （△15.6％） 29年2月期第2四半期　　422百万円 （266.4％）

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

30年2月期第2四半期 244.09 ―

29年2月期第2四半期 270.93 ―

※当社は、平成29年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。これに伴い、前連結会計年度期首に当該株式併合が行
われたと仮定し、１株あたり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

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

30年2月期第2四半期 12,320 5,521 44.8 3,474.23

29年2月期 11,854 5,213 43.9 3,280.66

（参考）自己資本 30年2月期第2四半期 5,515百万円 29年2月期 5,207百万円

※当社は、平成29年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。これに伴い、前連結会計年度期首に当該株式併合が行
われたと仮定し、１株あたり四半期純資産を算定しております。

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2月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

30年2月期 ― 0.00

30年2月期（予想） ― 30.00 30.00

（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９月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。平成30年２月期（予想）の１株当たり配当金
につきましては、株式併合を考慮した金額を記載しております。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 2月期の連結業績予想（平成29年 3月 1日～平成30年 2月28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 16,100 2.0 870 3.3 900 3.4 640 △8.6 403.16

（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２月期の通期の連結業績予想における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。

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2月期2Q 15,902,500 株 29年2月期 15,902,500 株

② 期末自己株式数 30年2月期2Q 27,824 株 29年2月期 27,824 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年2月期2Q 15,874,676 株 29年2月期2Q 15,876,353 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

本資料のうち、将来の見通し及び計画に基づく予想は現時点で入手された情報に基づいて策定しております。

実際の業績は今後さまざまな要因によりこれらの予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

本資料の予測に関する事項は【添付資料】の２ページ目を参照ください。

（株式併合後の配当及び業績予想）

当社は、平成29年５月26日開催の第70期定時株主総会決議により、平成29年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって併合し、単元株式数を1,000
株から100株に変更しております。なお、株式併合を考慮しない場合の平成30年２月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。

１．平成30年２月期の配当予想

　　１株当たり配当金　　期末　　３円00銭

２．平成30年２月期の連結業績予想

　　１株当たり当期純利益　　通期　　40円32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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済政策及び金融緩和策などを背景に、企業業績や雇用環境

に改善の動きが見られ、緩やかな回復基調で推移いたしました。

　しかし、化学品業界では、原材料の市況により、原紙フィルム及びアルミ箔の値上げが行われ、ラミネート製品

の原材料価格が上昇し、当社及び当社の属する業界は引き続き厳しい状況が続いております。また消費者の低価格

志向は継続しており、当社を取り巻く環境は依然として不透明な状況で推移するものと思われます。

　このような状況の中、当社グループは、ご好評を頂いております易開封加工の「直進くん®」や、乾燥剤の代わり

に袋が湿度を吸収する「吸湿くん ™ 」のほか、高速充填できる液体包装フィルム「マルトップ®ＭＬ」など、付加価

値の高い包装資材の拡販に努めてまいりました。

　また、これらの当社独自製品及び包装技術を、たくさんの方に知って頂くために、当期も４月に食の総合展示会

「ＦＡＢＥＸ２０１７」に出展し、８月には名古屋で「第２回包装フィルム技術セミナー」を開催いたしました。

技術部門におきましては、引き続き新製品の開発、当社独自製品の改良を行い、生産部門におきましては、製版・

印刷・ラミネート・仕上げ加工の、各工程間のバランスを工夫しながら、生産性及び品質の向上に努めてまいりま

した。

この結果、当第２四半期連結累計期間において売上高は、81億７百万円（前年同期比2.9％増）、損益面では、営

業利益４億６千８百万円（前年同期比11.8％増）、経常利益５億３百万円（前年同期比12.1％増）、親会社株主に

帰属する四半期純利益は３億８千７百万円（前年同期比9.9％減）となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益は、前第２四半期連結累計期間において繰延税金資産を計上したことなどによ

り、減少したものです。

　当第２四半期累計期間のトピックスといたしまして、公益社団法人日本包装技術協会が主催する、「日本パッケ

ージングコンテスト」にて、当社の独自製品「まぜるっちゃん®」が食品包装賞を受賞しました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四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て４億６千５百万円増加し、123億２千

万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加したことなどによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末に比べて１億５千７百万円増加し、67億９千８百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金等の増加額が、借入金の返済を上回ったことなどによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べて３億８百万円増加し、55億２千１百万円となりました。これは主に、利益

剰余金の増加などによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成29年４月14日発表の業績予想から修正し

ておりません。
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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

　該当事項はありません。

（４）追加情報

「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。
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３．四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：千円)

前連結会計年度
(平成29年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,108,218 2,108,754

受取手形及び売掛金 3,796,876 4,261,930

商品及び製品 791,135 764,661

仕掛品 193,650 257,242

原材料及び貯蔵品 143,879 145,056

その他 166,352 170,803

貸倒引当金 △35,763 △39,292

流動資産合計 7,164,347 7,669,156

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,768,848 1,747,707

機械装置及び運搬具（純額） 684,481 665,154

土地 1,081,393 1,054,870

その他（純額） 51,317 107,498

有形固定資産合計 3,586,040 3,575,231

無形固定資産 25,595 26,342

投資その他の資産

投資有価証券 1,051,140 1,023,355

その他 42,696 40,544

貸倒引当金 △15,206 △14,278

投資その他の資産合計 1,078,630 1,049,621

固定資産合計 4,690,266 4,651,195

資産合計 11,854,614 12,320,351

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,670,729 1,866,938

電子記録債務 1,712,630 1,770,260

短期借入金 714,313 813,835

1年内返済予定の長期借入金 533,880 533,880

未払法人税等 158,698 185,675

賞与引当金 37,768 49,242

その他 415,386 468,778

流動負債合計 5,243,406 5,688,609

固定負債

長期借入金 782,505 515,565

役員退職慰労引当金 50,810 43,840

退職給付に係る負債 431,490 429,069

その他 133,240 121,607

固定負債合計 1,398,045 1,110,081

負債合計 6,641,452 6,798,691
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,807,750 1,807,750

資本剰余金 786,011 786,011

利益剰余金 2,296,188 2,636,041

自己株式 △3,232 △3,232

株主資本合計 4,886,716 5,226,570

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 372,001 349,895

為替換算調整勘定 5,885 △9,775

退職給付に係る調整累計額 △56,655 △51,468

その他の包括利益累計額合計 321,230 288,651

非支配株主持分 5,214 6,438

純資産合計 5,213,161 5,521,660

負債純資産合計 11,854,614 12,320,351
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年８月31日)

売上高 7,878,556 8,107,202

売上原価 6,482,520 6,606,040

売上総利益 1,396,036 1,501,161

販売費及び一般管理費 976,590 1,032,247

営業利益 419,445 468,914

営業外収益

受取配当金 29,806 32,240

為替差益 ― 7,721

その他 24,784 8,380

営業外収益合計 54,590 48,341

営業外費用

支払利息 11,144 10,144

手形売却損 286 241

為替差損 8,270 ―

その他 4,809 3,155

営業外費用合計 24,510 13,541

経常利益 449,525 503,714

特別利益

固定資産売却益 ― 33,233

特別利益合計 ― 33,233

税金等調整前四半期純利益 449,525 536,948

法人税、住民税及び事業税 132,540 158,237

法人税等調整額 △114,149 △9,887

法人税等合計 18,390 148,350

四半期純利益 431,134 388,598

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,003 1,120

親会社株主に帰属する四半期純利益 430,131 387,477
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年８月31日)

四半期純利益 431,134 388,598

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △892 △22,105

退職給付に係る調整額 41,906 5,187

為替換算調整勘定 △50,063 △15,557

その他の包括利益合計 △9,050 △32,475

四半期包括利益 422,084 356,122

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 421,510 354,898

非支配株主に係る四半期包括利益 573 1,224
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 449,525 536,948

減価償却費 193,861 164,992

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,139 3,824

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,850 △2,421

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 130 △6,970

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,665 11,474

受取利息及び受取配当金 △29,879 △32,334

支払利息 11,144 10,144

有形固定資産売却損益（△は益） ― △33,233

売上債権の増減額（△は増加） △93,116 △473,552

たな卸資産の増減額（△は増加） △46,504 △46,258

仕入債務の増減額（△は減少） 60,518 258,118

その他の資産の増減額（△は増加） 14,528 2,631

その他の負債の増減額（△は減少） △73,041 41,451

その他 10,784 4,463

小計 513,324 439,279

利息及び配当金の受取額 29,879 32,334

利息の支払額 △11,131 △9,975

法人税等の支払額 △190,791 △124,494

営業活動によるキャッシュ・フロー 341,282 337,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △122,542 △162,824

有形固定資産の売却による収入 ― 50,865

投資有価証券の取得による支出 △3,804 △3,965

その他 2,606 1,511

投資活動によるキャッシュ・フロー △123,739 △114,414

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,000,395 99,969

長期借入れによる収入 1,000,000 ―

長期借入金の返済による支出 △104,004 △266,940

配当金の支払額 △31,678 △47,601

リース債務の返済による支出 △5,097 △5,644

その他 △100 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,275 △220,216

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,111 △1,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,156 536

現金及び現金同等物の期首残高 1,932,813 2,108,218

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,988,969 2,108,754
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（４）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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