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1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 23年3月期第1四半期 26,421 1.9 △701 ― △688 ― △509 ―

 22年3月期第1四半期 25,921 △5.0 △1,298 ― △1,221 ― △237 ―

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

 23年3月期第1四半期 △5 .44 ―
 22年3月期第1四半期 △2 .53 ―

 (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

 23年3月期第1四半期 107,307 36,464 33.0 379 .00
 22年3月期 108,359 37,939 33.9 393 .20

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 35,444百万円 22年3月期 36,774百万円

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

 22年3月期 ― 3 .00 ― 3 .00 6 .00

 23年3月期 ―

 23年3月期(予想) 3 .00 ― 3 .00 6 .00

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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)

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) 60,000 1.8 0 ― 0 ― △400 ― △4 .27
通期 140,000 2.6 6,800 5.8 6,500 5.2 3,000 15.2 32 .07

t007935
新規スタンプ



 

 
(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は終了しました。 

  

（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 

上記に記載した業績予想は、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。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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご

覧ください。 

  

4. その他 （詳細は【添付資料】P.3その他」をご覧ください。）

(1)当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (   ―)、除外  ―社 (   ―)

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2)簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

 

(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(注)「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処

理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 96,707,842株 22年３月期 96,707,842株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,186,562株 22年３月期 3,184,623株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 93,522,125株 22年３月期１Ｑ 93,544,548株
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当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）は、新興国の経済成長が

世界経済を牽引する一方でＥＵ諸国の財政問題がその足かせとなり、また輸出の好調が国内景気の回復

を促す一方で厳しい雇用情勢と円高・株安が懸念材料になるといったように、緩やかな景気回復を持続

しつつも先行きの不透明感が払拭しきれない状況が続きました。 

その中で当第１四半期連結会計期間の売上高は26,421百万円（前年同期比1.9％増）、経常損失は688

百万円（前年同期は経常損失1,221百万円）、四半期純損失は新たに資産除去債務に関する会計基準の

適用も加わり509百万円（前年同期は四半期純損失237百万円）となりました。 

 セグメントの業績は次の通りです。 

  

〔段ボール〕 

段ボールにおいては、リーマンショック後の世界的な実体経済の悪化が底打ちしていく局面にあった

前年同期に比し、今年は一転して緩やかな景気回復が続く中で、特に輸出の好調から電気・機械向けを

中心に需要は比較的堅調に推移しました。段ボールの売上高は18,735百万円、営業利益は生産性の向上

とコスト削減により1,541百万円となりました。  

  

〔住宅〕 

住宅においては、省エネ性能に力点を置いて設計提案する企画型商品「ＥＣＯＪＯＹ」を本年4月か

ら販売開始し商品力を強化する等、販売強化に取組んでまいりましたが、売上が下半期に集中し上半期

はコストが先行するという住宅の特性もあり、売上高は3,287百万円、営業損失は2,316百万円となりま

した。 

  

〔運輸倉庫〕 

運輸倉庫では、飲料製品の取扱量増加や中部地区でのエリア拡大の一方で、大口取引先の業務内製化

の影響があり、売上高は4,397百万円となりましたが、生産性の向上や固定費の圧縮に努めた結果、営

業利益は259百万円となりました。 

  

総資産は現金及び預金の減少などにより、前連結会計年度末比1,052百万円減少し107,307百万円とな

りました。負債は前連結会計年度末比423百万円増加し70,842百万円となり、純資産は前連結会計年度

末比1,475百万円減少し36,464百万円となりました。 
  
当社グループの資金状況は、営業活動による資金の減少が5,838百万円（前年同期は5,443百万円の減

少）となり、投資活動による資金の減少は884百万円（前年同期は1,546百万円の減少）となりました。

 財務活動による資金の増加は1,667百万円（前年同期は4,632百万円の増加）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ5,088百万円減少の

9,034百万円となりました。 
  

今後の見通しについては、引続きＥＵ諸国の財政問題や上海万博後の中国経済の動向、更には国内の

厳しい雇用情勢や円高・株安といった懸念材料を抱え、不確実要素が多いものの、予想業績の達成に努

めてまいりますので、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は平成22年５月７日に発表した

業績予想を変更しておりません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
  

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失は２百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は172百万円増加

しております。 

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用しております。 

 これによる経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,034 14,122

受取手形及び売掛金 23,578 21,919

商品及び製品 6,346 6,807

仕掛品 3,106 952

原材料及び貯蔵品 4,001 3,650

その他 5,342 4,240

貸倒引当金 △75 △57

流動資産合計 51,334 51,635

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,700 15,979

機械装置及び運搬具（純額） 10,207 10,482

土地 17,735 17,799

その他（純額） 1,569 1,382

有形固定資産合計 45,213 45,644

無形固定資産 365 321

投資その他の資産

投資有価証券 6,845 7,215

その他 4,230 4,215

貸倒引当金 △682 △672

投資その他の資産合計 10,394 10,758

固定資産合計 55,973 56,724

資産合計 107,307 108,359
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,371 12,954

短期借入金 4,515 1,992

1年内返済予定の長期借入金 8,457 3,516

未払法人税等 321 1,608

賞与引当金 752 1,624

その他の引当金 360 423

その他 9,218 6,802

流動負債合計 34,996 28,923

固定負債

長期借入金 27,982 33,526

退職給付引当金 2,782 2,974

その他の引当金 578 566

その他 4,502 4,428

固定負債合計 35,846 41,496

負債合計 70,842 70,419

純資産の部

株主資本

資本金 13,669 13,669

資本剰余金 11,138 11,138

利益剰余金 11,279 12,069

自己株式 △660 △659

株主資本合計 35,427 36,217

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 177 455

繰延ヘッジ損益 187 316

為替換算調整勘定 △346 △216

評価・換算差額等合計 17 556

少数株主持分 1,020 1,165

純資産合計 36,464 37,939

負債純資産合計 107,307 108,359
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第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)

売上高 25,921 26,421

売上原価 21,652 21,751

売上総利益 4,269 4,669

販売費及び一般管理費 5,567 5,371

営業損失（△） △1,298 △701

営業外収益

受取利息及び配当金 101 123

持分法による投資利益 89 60

雑収入 143 89

営業外収益合計 334 273

営業外費用

支払利息 188 167

為替差損 － 55

固定資産賃貸費用 52 －

雑損失 16 36

営業外費用合計 257 259

経常損失（△） △1,221 △688

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 170

固定資産処分損 41 60

減損損失 26 －

その他 8 25

特別損失合計 76 255

税金等調整前四半期純損失（△） △1,298 △944

法人税、住民税及び事業税 39 306

法人税等調整額 △626 △614

法人税等合計 △587 △307

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △636

少数株主損失（△） △473 △126

四半期純損失（△） △237 △509
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第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)

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損失（△） △1,298 △944

減価償却費 1,126 1,089

減損損失 26 20

引当金の増減額（△は減少） △1,085 △1,087

受取利息及び受取配当金 △101 △123

支払利息 188 167

売上債権の増減額（△は増加） △1,084 △1,673

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,817 △2,102

仕入債務の増減額（△は減少） △1,164 △1,544

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,871 1,931

その他 △337 △73

小計 △3,677 △4,340

利息及び配当金の受取額 108 129

利息の支払額 △188 △169

法人税等の支払額 △1,685 △1,457

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,443 △5,838

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 △1,410 △806

有形固定資産の売却による収入 9 －

投資有価証券の取得による支出 △30 △14

長期貸付けによる支出 △81 △31

長期貸付金の回収による収入 53 52

その他 △86 △84

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,546 △884

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） 5,297 2,523

長期借入れによる収入 400 176

長期借入金の返済による支出 △779 △737

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △248 △251

少数株主への配当金の支払額 △23 △28

その他 △11 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,632 1,667

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,358 △5,088

現金及び現金同等物の期首残高 10,581 14,122

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,221 9,034
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日） 

 
  (注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の主な製品  

     段ボール・紙器事業・・・・・・・・・段ボールシート、段ボールケース、印刷紙器製品  

     住宅事業・・・・・・・・・・・・・・住宅  

     運輸倉庫事業・・・・・・・・・・・・運送、保管  

     商事事業・・・・・・・・・・・・・・段ボール原材料、住宅部材、保険代理店  

     その他の事業・・・・・・・・・・・・ゴルフ場  

  

【所在地別セグメント情報】  

 前第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日）   

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。  

  

【海外売上高】  

 前第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日）  

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

段ボール・
紙器事業 
(百万円)

住宅事業
(百万円)

運輸倉庫
事業 

(百万円)

商事事業
(百万円)

その他の 
事業 

(百万円)

計 
(百万円)

消去又は  
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

17,618 2,467 4,820 897 116 25,921 ― 25,921

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

1 576 777 8,174 9 9,538 (9,538) ―

計 17,620 3,043 5,597 9,072 126 35,459 (9,538) 25,921

営業利益 
又は営業損失(△)

1,411 △2,521 242 88 △65 △844 (454) △1,298
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【セグメント情報】 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。 

 当社グループは段ボールによってお客様の大切な商品の「品質」と「価値」を包み、また住宅によっ

て人々の豊かな「暮らし」を包むという、「人々にとって大切なものをやさしく包む」を大きな事業コ

ンセプトとし、物流と暮らしを支えるビジネスを展開しております。 

 したがって、当社グループは、「段ボール」、「住宅」及び「運輸倉庫」の３つを報告セグメントと

しております。 

 「段ボール」は段ボールシート・段ボールケース及び印刷紙器の製造販売等を行っております。「住

宅」は輸入住宅部材を用い、戸建て住宅の設計、施工、監理及び販売等を行っております。「運輸倉

庫」は貨物運送事業及び倉庫事業を行っております。 

  

２．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 調整額は以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△185百万円には、セグメント間取引消去10百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△195百万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

管理費であります。 

２ セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

３．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。 

当第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） （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

段ボール 住宅 運輸倉庫  計

売上高

   外部顧客に対する売上高 18,735 3,287 4,397 26,421 ― 26,421

   セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

82 ― 787 870 △870 ―

計 18,818 3,287 5,185 27,291 △870 26,421

セグメント利益又は 
セグメント損失(△)

1,541 △2,316 259 △516 △185 △701

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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