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(百万円未満四捨五入)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年９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 ％

29年３月期第２四半期 19,712 △3.3 444 51.4 553 63.2 358 78.7

28年３月期第２四半期 20,385 0.4 293 △5.8 338 △7.5 200 △40.3
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 △584百万円( ―％) 28年３月期第２四半期 △101百万円( ―％)
　

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

29年３月期第２四半期 8.45 ―

28年３月期第２四半期 4.73 ―
　

　

（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２四半期 50,932 16,786 32.5

28年３月期 52,189 17,582 33.2
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 16,572百万円 28年３月期 17,330百万円
　

　　

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00

29年３月期 ― 0.00

29年３月期(予想) ― 5.00 5.00

(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 42,000 2.0 1,100 38.1 1,100 25.4 700 18.9 16.52
(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 ： 有
　

　

（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) 29年３月期２Ｑ 42,523,735株 28年３月期 42,523,735株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 145,669株 28年３月期 144,109株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 42,379,001株 28年３月期２Ｑ 42,386,626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すが、この四半期決算短信の開示
時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２ページ「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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が続くものの、中国をはじめとする新興国経済

の減速や円高の進行により先行き不透明な状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループにおきましては、引き続き収益改善への取り組みを継続してまいりました。

　その結果、売上高は19,712百万円（前年同四半期比3.3％減）となりました。利益面につきましては、営業利益が444

百万円（前年同四半期比51.4％増）、経常利益が553百万円（前年同四半期比63.2％増）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は358百万円（前年同四半期比78.7％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して1,257百万円減少し、50,932百万円となりまし

た。これは主に機械装置及び運搬具（純額）1,018百万円増加し、建設仮勘定が1,589百万円、投資有価証券が604百万円

減少したことなどによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末と比較して461百万円減少し、34,146百万円となりました。これは主に短期借入金が635百

万円増加し、長期借入金が776百万円、災害損失引当金が127百万円減少したことなどによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末と比較して796百万円減少し、16,786百万円となりました。これは主にその他有価証券評

価差額金が306百万円、為替換算調整勘定が603百万円減少したことなどによるものであります。

　

当第２四半期連結累計期間に係るキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

　

　営業活動によるキャッシュ・フローでは、減価償却費536百万円、仕入債務の増加297百万円、災害損失の支払額214

百万円などにより当第２四半期連結累計期間は766百万円の収入（前年同四半期838百万円の支出）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出686百万円、投資有価証券の売却による収

入197百万円などにより当第２四半期連結累計期間は462百万円の支出となりました。これは前第２四半期連結累計期

間の1,298百万円の支出に対し836百万円の支出の減少となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の純増加161百万円、配当金の支払212百万円などにより当第

２四半期連結累計期間は77百万円の支出（前年同四半期2,076百万円の収入）となりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,847百万円となりました。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期の業績予想につきましては、平成28年５月16日発表の数値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

(税金費用の計算)

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（３）追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する摘要指針の適用)

　 「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。
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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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,960,188 3,081,692

受取手形及び売掛金 10,412,259 10,070,693

商品及び製品 3,796,176 3,738,802

仕掛品 1,109,434 1,014,426

原材料及び貯蔵品 2,434,079 2,312,343

繰延税金資産 413,592 429,235

その他 492,118 594,262

貸倒引当金 △82,691 △67,164

流動資産合計 21,535,155 21,174,289

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,509,439 15,013,430

減価償却累計額 △10,103,842 △10,137,769

建物及び構築物（純額） 4,405,597 4,875,661

機械装置及び運搬具 21,514,555 22,280,016

減価償却累計額 △19,277,500 △19,025,213

機械装置及び運搬具（純額） 2,237,055 3,254,803

工具、器具及び備品 2,622,497 2,695,934

減価償却累計額 △2,412,229 △2,428,735

工具、器具及び備品（純額） 210,268 267,199

土地 10,289,119 10,211,444

リース資産 578,333 606,483

減価償却累計額 △241,228 △275,360

リース資産（純額） 337,105 331,123

建設仮勘定 1,934,007 345,352

有形固定資産合計 19,413,151 19,285,582

無形固定資産

その他 34,301 55,554

無形固定資産合計 34,301 55,554

投資その他の資産

投資有価証券 7,111,594 6,507,417

長期貸付金 30,174 -

繰延税金資産 263,719 261,749

投資不動産 3,479,340 3,480,898

減価償却累計額 △881,381 △903,311

投資不動産（純額） 2,597,959 2,577,587

その他 1,302,515 1,111,212

貸倒引当金 △99,249 △41,162

投資その他の資産合計 11,206,712 10,416,803

固定資産合計 30,654,164 29,757,939

資産合計 52,189,319 50,932,228
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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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,732,075 7,725,729

短期借入金 10,468,368 11,103,238

リース債務 78,728 84,411

未払法人税等 99,794 200,817

賞与引当金 381,064 380,139

役員賞与引当金 23,620 18,368

災害損失引当金 127,050 -

設備関係支払手形 273,609 482,527

その他 1,424,546 1,071,615

流動負債合計 20,608,854 21,066,844

固定負債

長期借入金 8,300,399 7,524,483

リース債務 240,987 254,448

繰延税金負債 1,382,622 1,246,417

再評価に係る繰延税金負債 1,298,595 1,298,595

環境対策引当金 5,215 37,575

事業整理損失引当金 271,559 277,659

退職給付に係る負債 2,076,646 1,987,273

その他 422,166 452,649

固定負債合計 13,998,189 13,079,099

負債合計 34,607,043 34,145,943

純資産の部

株主資本

資本金 5,795,651 5,795,651

資本剰余金 944,696 944,696

利益剰余金 6,351,165 6,497,388

自己株式 △31,478 △31,718

株主資本合計 13,060,034 13,206,017

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,674,499 1,368,073

土地再評価差額金 2,799,017 2,799,017

為替換算調整勘定 △24,734 △627,502

退職給付に係る調整累計額 △178,830 △173,476

その他の包括利益累計額合計 4,269,952 3,366,112

非支配株主持分 252,290 214,156

純資産合計 17,582,276 16,786,285

負債純資産合計 52,189,319 50,932,228
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 20,384,697 19,711,749

売上原価 16,727,710 15,985,520

売上総利益 3,656,987 3,726,229

販売費及び一般管理費 3,363,628 3,281,984

営業利益 293,359 444,245

営業外収益

受取利息 16,241 12,526

受取配当金 60,056 65,042

受取賃貸料 94,963 93,107

為替差益 - 7,600

雑収入 74,253 109,660

営業外収益合計 245,513 287,935

営業外費用

支払利息 80,314 82,421

為替差損 1,527 -

雑損失 118,538 97,184

営業外費用合計 200,379 179,605

経常利益 338,493 552,575

特別利益

固定資産売却益 7,789 557

投資有価証券売却益 106,468 75,635

特別利益合計 114,257 76,192

特別損失

固定資産処分損 18,309 5,297

投資有価証券売却損 - 45,569

災害による損失 31,702 -

工場閉鎖損失 - 41,702

環境対策引当金繰入額 - 36,860

特別損失合計 50,011 129,428

税金等調整前四半期純利益 402,739 499,339

法人税等 218,449 152,804

四半期純利益 184,290 346,535

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △16,154 △11,586

親会社株主に帰属する四半期純利益 200,444 358,121
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 184,290 346,535

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △391,852 △306,426

為替換算調整勘定 117,960 △611,803

退職給付に係る調整額 △9,077 5,354

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,043 △17,513

その他の包括利益合計 △285,012 △930,388

四半期包括利益 △100,722 △583,853

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △88,709 △545,719

非支配株主に係る四半期包括利益 △12,013 △38,134
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30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 402,739 499,339

減価償却費 443,007 536,151

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,008 △925

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,275 △5,252

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △97,354 △81,614

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,840 △4,572

受取利息及び受取配当金 △76,297 △77,568

支払利息 80,314 82,421

為替差損益（△は益） - △45,873

持分法による投資損益（△は益） △101 △7,023

投資有価証券売却損益（△は益） △106,468 △30,066

有形固定資産売却損益（△は益） △7,789 △557

有形固定資産処分損益（△は益） 18,309 5,297

災害損失 31,702 -

売上債権の増減額（△は増加） 104,649 27,517

たな卸資産の増減額（△は増加） △202,114 △95,724

仕入債務の増減額（△は減少） △600,902 296,645

未払消費税等の増減額（△は減少） 104,419 △34,320

その他 △406,285 △35,072

小計 △307,278 1,028,804

利息及び配当金の受取額 73,739 71,264

利息の支払額 △83,542 △82,094

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △47,037 △38,250

災害損失の支払額 △473,986 △213,540

営業活動によるキャッシュ・フロー △838,104 766,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △293,026 △121,468

定期預金の払戻による収入 233,745 120,267

有形固定資産の取得による支出 △1,452,881 △686,082

有形固定資産の売却による収入 7,835 866

無形固定資産の取得による支出 △810 △6,075

投資有価証券の取得による支出 △108,256 △9,288

投資有価証券の売却による収入 319,866 197,009

投資不動産の取得による支出 △2,580 △1,558

貸付金の回収による収入 449 749

その他 △2,370 43,205

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,298,028 △462,375
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

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） 727,521 161,210

長期借入れによる収入 3,152,400 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △1,535,128 △1,781,148

リース債務の返済による支出 △56,180 △44,883

自己株式の取得による支出 △550 △240

配当金の支払額 △211,940 △211,898

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,076,123 △76,959

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,964 △90,346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,045 136,504

現金及び現金同等物の期首残高 3,070,786 2,710,773

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,028,741 2,847,277
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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）

当第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９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：千円)

報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

印刷情報
関連事業

住生活
環境関連

事業

包材関連
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,763,523 7,077,270 3,078,272 18,919,065 1,465,632 ― 20,384,697

セグメント間の内部売上高
又は振替高

113,627 824 6,796 121,247 487,124 △608,371 ―

計 8,877,150 7,078,094 3,085,068 19,040,312 1,952,756 △608,371 20,384,697

セグメント利益 673,406 24,935 53,170 751,511 99,250 △557,402 293,359

　
(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ファンシー商品及び運送・保管の

事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△557,402千円には、セグメント間取引高消去45,981千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△603,383千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費及び研究開発費であります。

３．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。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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：千円)

報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

印刷情報
関連事業

住生活
環境関連

事業

包材関連
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,247,577 6,852,401 3,086,115 18,186,093 1,525,656 ― 19,711,749

セグメント間の内部売上高
又は振替高

109,010 763 3,568 113,341 486,991 △600,332 ―

計 8,356,587 6,853,164 3,089,683 18,299,434 2,012,647 △600,332 19,711,749

セグメント利益 512,923 194,228 165,153 872,304 82,638 △510,697 444,245

　
(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ファンシー商品及び運送・保管の

事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△510,697千円には、セグメント間取引高消去50,420千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△561,117千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費及び研究開発費であります。

３．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。
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