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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第52期

第１四半期累計期間
第53期

第１四半期累計期間
第52期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成28年４月１日
至平成28年６月30日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 1,304,873 1,242,632 5,220,057

経常利益 （千円） 51,852 78,793 300,375

四半期（当期）純利益 （千円） 30,375 49,698 173,077

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 554,000 554,000 554,000

発行済株式総数 （株） 4,884,000 4,884,000 4,884,000

純資産額 （千円） 4,717,810 4,825,805 4,831,538

総資産額 （千円） 7,102,666 7,105,089 7,153,073

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 6.31 10.33 35.97

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 15.00

自己資本比率 （％） 66.4 67.9 67.5

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

     ２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

　　　３．第52期の１株当たり配当額15円（うち中間配当額５円）は、創業50周年記念配当５円を含んでおります。

　　　４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２【事業の内容】

 　当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀による金融緩和を背景に、企業業績

も緩やかな回復傾向になっているものの、円高・株安の進行や中国経済の景気鈍化等によっては、景気の先行き

に不透明感も予想されます。

　　　生産量につきましては、段ボールシート16百万㎡(前年同四半期比3.5％減)、段ボールケース9百万㎡(前年同

四半期比4.9％減)となりました。

　　また、当第１四半期累計期間の業績は、売上高1,242百万円(前年同四半期比4.8％減)となりました。利益面に

つきましては、経常利益78百万円(前年同四半期比52.0％増)、四半期純利益49百万円(前年同四半期比63.6％増)

となりました。

　販売品目別の概況は次のとおりであります。

　　(イ) 段ボールシート

　　売上高は284百万円

　　総売上高に占める割合は22.9％です。

　　(ロ) 段ボールケース

　　売上高は786百万円

　　総売上高に占める割合は63.3％です。

　　(ハ) ラベル

　　売上高は39百万円

　　総売上高に占める割合は3.2％です。

　　(ニ) その他（主に包装資材）

　　売上高は130百万円

　　総売上高に占める割合は10.6％です。

　当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ47百万円減少し、7,105百万円となりまし

た。これは主に、売上債権が減少したことによるものであります。

　負債は、前事業年度末に比べ42百万円減少し、2,279百万円となりました。

　その結果、純資産は4,825百万円となりました。

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題については重要な変更はありません。

 

(3）研究開発活動

　　該当事項はありません。
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(4）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社を取り巻く事業環境は非常に競争が激しく、当社といたしましては、地域密着型経営をさらにきめ細かく

行い、当社の小ロット多品種・短納期の特徴を最大限に活かしていきます。また、営業面におきましては、年間

を通じて販売イベントを組み、売上高増進を図ると共に、取引先にデザインの提案ができる包装設計デザイン研

究所と連携を取りながら、受注量の増加をはかり安定経営を目指します。管理面におきましては、本社集中管理

システムをより充実させるため、内部監査と連携を取りながら、体制の確立を目指しております。このことから

経営面におきましては、迅速に日々の状況が把握でき適切な判断指示が出来るものと思われます。

 

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　　当社は、実質無借金会社であり、当面、資金の借入れの計画はありません。

 

(6）経営者の問題認識と今後の方針について

 当社の経営陣は、月１回以上開催されます取締役会および経営企画委員会にて会社の重要な方針や会社運営上

必要な事柄を話し合っております。経営企画委員会の下部組織として安全衛生、品質、清掃、生産性向上・改善

の各委員会を設けており、各委員会が業務の遂行を担っております。また、全事業部の責任者が一同に会する統

括職会議においても、各委員会の状況を発表し推進しております。運営上不都合が生じた時は、管理部より取締

役会および経営企画委員会に報告し見直しを行っております。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

 普通株式 16,000,000

計 16,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,884,000 4,884,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

 　（スタンダード）

単元株式数

100株

計 4,884,000 4,884,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成28年４月１日～

平成28年６月30日
－ 4,884,000 － 554,000 － 566,030

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成28年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

平成28年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   72,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,811,300 48,113 －

単元未満株式 普通株式      500 － －

発行済株式総数          4,884,000 － －

総株主の議決権 － 48,113 －

 

②【自己株式等】

平成28年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

大村紙業株式会社
神奈川県茅ヶ崎市甘

沼163の１番地
72,200 － 72,200 1.47

計 － 72,200 － 72,200 1.47

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成28年４月１日から平成28

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,898,093 2,919,345

受取手形及び売掛金 1,261,950 1,209,075

商品及び製品 48,862 50,695

原材料及び貯蔵品 195,451 197,099

その他 47,830 69,750

貸倒引当金 △1,261 △1,209

流動資産合計 4,450,926 4,444,756

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 339,521 333,560

土地 1,391,532 1,391,532

その他（純額） 625,106 598,756

有形固定資産合計 2,356,160 2,323,849

無形固定資産 18,335 17,603

投資その他の資産   

投資有価証券 269,473 260,526

その他 63,436 63,668

貸倒引当金 △5,258 △5,315

投資その他の資産合計 327,652 318,879

固定資産合計 2,702,147 2,660,333

資産合計 7,153,073 7,105,089

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,207,475 1,129,711

未払法人税等 88,907 46,997

賞与引当金 72,370 121,064

その他 182,138 225,396

流動負債合計 1,550,892 1,523,169

固定負債   

リース債務 192,501 179,640

退職給付引当金 169,970 165,824

役員退職慰労引当金 391,271 393,749

その他 16,900 16,900

固定負債合計 770,643 756,114

負債合計 2,321,535 2,279,284
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 554,000 554,000

資本剰余金 566,030 566,030

利益剰余金 3,733,396 3,734,977

自己株式 △41,003 △41,003

株主資本合計 4,812,423 4,814,004

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,115 11,801

評価・換算差額等合計 19,115 11,801

純資産合計 4,831,538 4,825,805

負債純資産合計 7,153,073 7,105,089
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 1,304,873 1,242,632

売上原価 971,708 884,798

売上総利益 333,164 357,833

販売費及び一般管理費 282,653 279,879

営業利益 50,511 77,953

営業外収益   

受取利息 983 162

受取配当金 1,964 2,014

固定資産売却益 141 －

雑収入 221 346

営業外収益合計 3,310 2,523

営業外費用   

支払利息 1,007 834

売上割引 870 826

雑損失 90 23

営業外費用合計 1,969 1,683

経常利益 51,852 78,793

特別利益   

固定資産処分益 24 －

特別利益合計 24 －

特別損失   

固定資産除却損 309 1,018

特別損失合計 309 1,018

税引前四半期純利益 51,568 77,774

法人税、住民税及び事業税 40,134 40,393

法人税等調整額 △18,941 △12,317

法人税等合計 21,192 28,076

四半期純利益 30,375 49,698
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建

物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響額は、軽微で

あります。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「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）を当第

１四半期会計期間から適用しております。

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日）

減価償却費 46,682千円 40,942千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 48,117 10.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月28日

定時株主総会
普通株式 48,117 10.00 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　　　　　　当社は、紙器梱包資材等の製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 ６円31銭 10円33銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 30,375 49,698

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 30,375 49,698

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,811 4,811

　 （注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

該当事項はありません。

EDINET提出書類

大村紙業株式会社(E00682)

四半期報告書

13/14



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年８月９日

大村紙業株式会社

取締役会　御中

 

仰星監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 川﨑　 浩 　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 岡本　 悟　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大村紙業株式会

社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第53期事業年度の第１四半期会計期間（平成28年４月１日から平成28

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、大村紙業株式会社の平成28年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

　以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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