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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 3,125 △5.1 368 △10.0 386 △8.0 220 8.6
23年3月期第1四半期 3,294 13.8 409 60.3 419 54.9 203 87.9

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 238百万円 （35.9％） 23年3月期第1四半期 175百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 44.45 ―

23年3月期第1四半期 40.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 9,777 7,758 79.4
23年3月期 9,834 7,619 77.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,758百万円 23年3月期  7,619百万円

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

23年3月期 ― 16.00 ― 20.00 36.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 18.00 ― 18.00 36.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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  ：  無  
 

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) 6,400 △2.8 740 △8.8 750 △9.6 420 △5.7 84.52
通期 13,000 △0.7 1,500 △1.8 1,550 △1.1 850 △2.5 171.05



(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きの対象外であり、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き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 
上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の１ページをご参照下さい。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 5,225,008 株 23年3月期 5,225,008 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 255,678 株 23年3月期 255,678 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,969,330 株 23年3月期1Q 4,970,474 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前期に見受けられた新興国の経済成長による回復基調も、平成23

年３月11日に発生した東日本大震災の影響は甚大であり、景気の先行きは全く不透明な状況で推移いたしました。 

このような経済環境の中で、国内の段ボール需要は震災直後のライフラインの寸断や、電力不足による経済停滞にも

拘らず、復興需要の初動に乗り前年比を上回って推移いたしました。しかしながら、電力不足等により経済活動にも深

刻な影響を及ぼしており、当業界としましても予断を許さない状況となっております。 

このような状況下にあって、当社グループは、震災影響による、主要な需要先の工場稼動率の低下影響により、売上

高31億25百万円（前年同四半期比5.1％減）、営業利益３億68百万円（前年同四半期比10.0％減）、経常利益３億86百

万円（前年同四半期比8.0％減）、四半期純利益２億20百万円（前年同四半期比8.6％増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

日本は、主要取引先である自動車関連、電気関連への販売が減少したことにより、売上高26億64百万円（前年同四半

期比3.2％減）、セグメント利益３億31百万円（前年同四半期比9.1％減）となりました。 

中国は、主要取引先である電気・機械関連への販売が減少したことにより、売上高４億60百万円（前年同四半期比

14.8％減）、セグメント利益14百万円（前年同四半期比27.0％減）となりました。 

  

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度に比べ56百万円減少し97億77百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度に比べ18百万円増加し66億91百万円となりました。固定資産は、前連結会計年度に比べ74

百万円減少し30億86百万円となり、これは主に有形固定資産が58百万円減少し22億20百万円となったことによるもので

す。 

負債合計は、前連結会計年度に比べ１億95百万円減少し20億19百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度に

比べ１億98百万円減少し15億47百万円となり、これは主に未払法人税等が前連結会計年度に比べ２億37百万円減少し１

億67百万円となったことによるものです。固定負債は、前連結会計年度に比べ３百万円増加し４億71百万円となりまし

た。 

純資産合計は、前連結会計年度に比べ１億39百万円増加し77億58百万円となり、これは主に利益剰余金が１億21百万

円増加し58億45百万円となったことによるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成23年５月12日に公表いたしました決算発表時の業績予想は見直しを行っておりませ

ん。 

  

  

（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。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,803,306 3,848,978

受取手形及び売掛金 2,591,994 2,522,245

商品及び製品 124,648 120,820

仕掛品 14,991 17,727

原材料及び貯蔵品 40,770 46,093

その他 97,890 136,161

貸倒引当金 △225 △223

流動資産合計 6,673,377 6,691,803

固定資産   

有形固定資産 2,278,889 2,220,058

無形固定資産 15,055 14,662

投資その他の資産 866,950 851,315

固定資産合計 3,160,894 3,086,036

資産合計 9,834,272 9,777,840

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 970,000 943,287

未払法人税等 405,020 167,824

賞与引当金 114,105 56,812

役員賞与引当金 24,650 6,550

その他 232,715 373,492

流動負債合計 1,746,491 1,547,967

固定負債   

退職給付引当金 366,083 366,037

役員退職慰労引当金 54,700 57,800

その他 47,336 47,314

固定負債合計 468,119 471,152

負債合計 2,214,611 2,019,119

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,077,895 1,077,895

資本剰余金 980,562 980,562

利益剰余金 5,724,183 5,845,700

自己株式 △69,460 △69,460

株主資本合計 7,713,180 7,834,696

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 100,679 101,817

為替換算調整勘定 △194,200 △177,793

その他の包括利益累計額合計 △93,520 △75,976

純資産合計 7,619,660 7,758,720

負債純資産合計 9,834,272 9,777,840



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,294,609 3,125,280

売上原価 2,402,466 2,283,031

売上総利益 892,143 842,248

販売費及び一般管理費 482,211 473,320

営業利益 409,931 368,928

営業外収益   

受取利息 228 315

受取配当金 7,807 7,062

仕入割引 4,604 3,186

その他 6,357 12,196

営業外収益合計 18,997 22,761

営業外費用   

持分法による投資損失 5,280 4,711

為替差損 3,541 679

その他 528 261

営業外費用合計 9,350 5,652

経常利益 419,579 386,038

特別利益   

貸倒引当金戻入額 842 －

特別利益合計 842 －

特別損失   

固定資産除却損 7,529 44

投資有価証券評価損 13,432 13,317

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46,701 －

その他 － 400

特別損失合計 67,662 13,762

税金等調整前四半期純利益 352,758 372,275

法人税、住民税及び事業税 168,920 161,407

法人税等調整額 △19,599 △10,034

法人税等合計 149,321 151,373

少数株主損益調整前四半期純利益 203,437 220,902

四半期純利益 203,437 220,902



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 203,437 220,902

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △42,223 1,137

為替換算調整勘定 9,954 12,682

持分法適用会社に対する持分相当額 4,235 3,723

その他の包括利益合計 △28,033 17,544

四半期包括利益 175,403 238,446

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 175,403 238,446



該当事項はありません。   

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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 

（注）１．セグメント利益の調整額22,665千円には、セグメント間取引消去20,720千円が含まれておりま

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。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22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 

（注）１．セグメント利益の調整額25,276千円には、セグメント間取引消去27,460千円が含まれておりま

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。 

  

該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  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    日本 中国 計

売上高           

外部顧客への売上高  2,664,546  460,733  3,125,280  －  3,125,280

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  2,664,546  460,733  3,125,280  －  3,125,280

セグメント利益  331,879  14,382  346,262  22,665  368,928

  （単位：千円）

  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    日本 中国 計

売上高           

外部顧客への売上高  2,754,041  540,568  3,294,609 －  3,294,609

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － 

計  2,754,041  540,568  3,294,609 －  3,294,609

セグメント利益  364,942  19,712  384,655  25,276  409,931

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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