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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12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 ％

24年3月期第3四半期 9,641 △3.4 1,115 △9.8 1,140 △9.8 633 △9.5

23年3月期第3四半期 9,982 8.9 1,235 37.7 1,264 35.8 699 52.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 560百万円 （△10.8％） 23年3月期第3四半期 628百万円 （―％）

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3四半期 127.43 ―

23年3月期第3四半期 140.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 9,977 7,991 80.1
23年3月期 9,834 7,619 77.5

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  7,991百万円 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 ― 18.00 ―

24年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

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、上記予想に関する事項は、添付資料の２ページをご参照ください。 

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3Q 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3Q 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3Q 4,969,330 株 23年3月期3Q 4,970,380 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気の低迷や個人消費の低下から緩や

かに回復しつつありましたが、タイで発生しました洪水、混迷を極める欧州の債務問題と米国の景気回復の遅れによる

円高の影響により、依然として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、震災の影響はあるものの生産の西日本への移管等により前年ベ

ースで推移いたしましたが、当社グループの主要取引先である自動車関連や電気・機械関連において、震災影響、円

高、生産拠点の海外移管等の影響により、売上高96億41百万円（前年同四半期比3.4％減）、営業利益11億15百万円

（前年同四半期比9.8％減）、経常利益11億40百万円（前年同四半期比9.8％減）、四半期純利益６億33百万円（前年同

四半期比9.5％減）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では、回復の兆しがあったものの、電気・機械関連への販売が減少したことに

より、売上高82億74百万円（前年同四半期比1.1％減）、セグメント利益10億26百万円（前年同四半期比8.0％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13億67百万円（前年同四半期比

15.2％減）、セグメント利益27百万円（前年同四半期比45.2％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３四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１億42百万円増加し99億77百万円となりまし

た。流動資産は、前連結会計年度に比べ74百万円増加し67億47百万円となりました。これは、主に現金及び預金が前連

結会計年度に比べ１億18百万円減少し36億85百万円、受取手形及び売掛金が前連結会計年度に比べ２億３百万円増加し

27億95百万円となったことによるものです。固定資産は、前連結会計年度に比べ68百万円増加し32億29百万円となりま

した。 

負債合計は、前連結会計年度に比べ２億29百万円減少し19億85百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度に

比べ２億36百万円減少し15億９百万円となりました。これは、主に未払法人税等が前連結会計年度に比べ２億79百万円

減少し１億25百万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７百万円増加し４億75百万円と

なりました。 

純資産合計は、前連結会計年度に比べ３億71百万円増加し79億91百万円となりました。これは、主に利益剰余金が４

億44百万円増加し61億68百万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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,803,306 3,685,071

受取手形及び売掛金 2,591,994 2,795,019

商品及び製品 124,648 124,106

仕掛品 14,991 11,272

原材料及び貯蔵品 40,770 52,517

その他 97,890 79,648

貸倒引当金 △225 △243

流動資産合計 6,673,377 6,747,391

固定資産   

有形固定資産 2,278,889 2,200,706

無形固定資産 15,055 13,876

投資その他の資産 866,950 1,015,061

固定資産合計 3,160,894 3,229,643

資産合計 9,834,272 9,977,035

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 970,000 1,042,970

未払法人税等 405,020 125,374

賞与引当金 114,105 56,470

役員賞与引当金 24,650 19,630

その他 232,715 265,515

流動負債合計 1,746,491 1,509,960

固定負債   

退職給付引当金 366,083 362,884

役員退職慰労引当金 54,700 65,100

その他 47,336 47,562

固定負債合計 468,119 475,547

負債合計 2,214,611 1,985,507

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 6,168,600

自己株式 △69,460 △69,460

株主資本合計 7,713,180 8,157,597

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 71,656

為替換算調整勘定 △194,200 △237,725

その他の包括利益累計額合計 △93,520 △166,068

純資産合計 7,619,660 7,991,528

負債純資産合計 9,834,272 9,977,035



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 9,982,055 9,641,628

売上原価 7,311,953 7,101,697

売上総利益 2,670,101 2,539,930

販売費及び一般管理費 1,434,160 1,424,894

営業利益 1,235,940 1,115,036

営業外収益   

受取利息 792 970

受取配当金 11,427 10,674

仕入割引 12,443 10,028

その他 14,321 21,164

営業外収益合計 38,985 42,839

営業外費用   

持分法による投資損失 2,449 13,875

為替差損 6,640 3,059

その他 1,079 694

営業外費用合計 10,169 17,628

経常利益 1,264,757 1,140,246

特別利益   

固定資産売却益 － 663

貸倒引当金戻入額 1,479 －

特別利益合計 1,479 663

特別損失   

固定資産除却損 10,905 －

投資有価証券評価損 18,306 15,860

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46,701 －

その他 1,500 1,031

特別損失合計 77,414 16,892

税金等調整前四半期純利益 1,188,822 1,124,018

法人税、住民税及び事業税 477,338 426,739

法人税等調整額 11,843 64,027

法人税等合計 489,182 490,766

少数株主損益調整前四半期純利益 699,640 633,251

四半期純利益 699,640 633,251



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 699,640 633,251

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △28,957 △29,023

為替換算調整勘定 △35,210 △34,346

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,732 △9,178

その他の包括利益合計 △70,900 △72,548

四半期包括利益 628,739 560,702

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 628,739 560,702



該当事項はありません。   

   

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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61,742千円には、セグメント間取引消去70,001千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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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71,199千円には、セグメント間取引消去77,932千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  8,274,237  1,367,390  9,641,628  －  9,641,628

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  8,274,237  1,367,390  9,641,628  －  9,641,628

セグメント利益  1,026,187  27,106  1,053,293  61,742  1,115,036

  （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  8,368,702  1,613,352  9,982,055  －  9,982,055

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  8,368,702  1,613,352  9,982,055  －  9,982,055

セグメント利益  1,115,242  49,498  1,164,740  71,199  1,235,940

（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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