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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69期

第３四半期
連結累計期間

第70期
第３四半期
連結累計期間

第69期

会計期間
自 平成27年３月１日
至 平成27年11月30日

自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日

自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日

売上高 (千円) 11,496,669 12,014,405 15,553,697

経常利益 (千円) 380,551 682,548 561,813

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 226,959 585,914 324,138

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 306,133 638,079 291,817

純資産額 (千円) 4,365,221 4,957,017 4,350,878

総資産額 (千円) 11,712,943 12,205,688 11,875,036

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 14.29 36.91 20.42

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 37.2 40.6 36.6
 

 

回次
第69期

第３四半期
連結会計期間

第70期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年９月１日
至 平成27年11月30日

自 平成28年９月１日
至 平成28年11月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 5.92 9.81
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

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

せん。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。
 

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容に重要な変更はあ

りません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。　

（1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績や雇用環境に改善の動きが見られ、緩やかな回復基

調で推移してまいりました。一方で、中国をはじめとした新興国経済の減速や、英国のＥＵ離脱問題により為替相

場は急激な円高が進行するなど、今後の動向は依然として不透明な状況が続いております。

　このような状況の中、当社グループは、４月にＦＡＢＥＸ２０１６、および６月29日～７月１日にかけて開催の

飲料・液状食品の開発・製造展示会ドリンクジャパンに出展し、易開封加工の「直進くん®」をはじめ、液体包装

フィルム「マルトップ®ＭＬ」や袋内の湿度をコントロールできる「吸湿フィルム」などの高付加価値製品の拡販に

努めてまいりました。また、生産部門におきましては、生産設備の稼働率向上に努めるとともに、御協力頂いてお

ります取引先各社様を含めて、生産の効率化に努めてまいりました。

　今期の新発売製品としては、３月に分割包装フィルム「まぜるっちゃん®」、９月には脱アルミで遮光機能を持つ

「遮光くんTM」および電子レンジ調理対応の袋「レンジで直進くんTM」を上市して、国内外において既存のお客様

ならびに新規のお客様にご案内し、受注に努めてまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間において売上高は、120億１千４百万円（前年同期比4.5％増）、損益面で

は、営業利益６億５千９百万円（前年同期比78.6％増）、経常利益６億８千２百万円（前年同期比79.4％増）、親

会社株主に帰属する四半期純利益は、繰延税金資産の増加などにより５億８千５百万円（前年同期比158.2％増）と

なりました。

 
（2）財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて３億３千万円増加し、122億５百万円

となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加などによるものであります。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べて２億７千５百万円減少し、72億４千８百万円となりました。こ

れは主に、借入金の返済や未払法人税等の支払いなどによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べて６億６百万円増加し、49億５千７百万円となりました。これは主に、親会

社株主に帰属する四半期純利益の増加などによるものであります。

 

（3）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は７千３百万円であります。
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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 45,610,000

計 45,610,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年11月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年１月12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 15,902,500 15,902,500 福岡証券取引所 単元株式数　1,000株

計 15,902,500 15,902,500 ― ―
 

 

(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。
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(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９月１日～
平成28年11月30日

― 15,902,500 ― 1,807,750 ― 786,011
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第３四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８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８月31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)
（自己保有株式)

― ―
普通株式　　 26,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 15,844,000 15,844 ―

単元未満株式 普通株式　　 32,500 ― ―

発行済株式総数 15,902,500 ― ―

総株主の議決権 ― 15,844 ―
 

　(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式204株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成28年８月31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(％)

(自己保有株式）
丸東産業株式会社

福岡県小郡市干潟
892番地１

26,000 ― 26,000 0.16

計 ― 26,000 ― 26,000 0.16
 

 

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】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）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３四半期連結会計期間(平成28年９月１日から平成

28年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年３月１日から平成28年11月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【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２月29日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年11月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,932,813 2,152,827

  受取手形及び売掛金 3,919,897 4,040,757

  商品及び製品 744,406 786,987

  仕掛品 298,703 307,330

  原材料及び貯蔵品 83,706 109,511

  その他 203,160 170,628

  貸倒引当金 △43,116 △43,274

  流動資産合計 7,139,571 7,524,766

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,910,670 1,801,883

   機械装置及び運搬具（純額） 774,176 730,078

   土地 1,081,609 1,081,000

   その他（純額） 47,368 46,602

   有形固定資産合計 3,813,824 3,659,565

  無形固定資産 28,445 26,972

  投資その他の資産   

   投資有価証券 860,888 943,826

   その他 52,684 65,777

   貸倒引当金 △20,379 △15,220

   投資その他の資産合計 893,194 994,384

  固定資産合計 4,735,464 4,680,922

 資産合計 11,875,036 12,205,688

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,000,719 1,985,866

  電子記録債務 1,601,972 1,718,289

  短期借入金 1,719,931 758,183

  1年内返済予定の長期借入金 204,653 533,880

  未払法人税等 204,766 104,339

  賞与引当金 33,296 118,831

  その他 545,651 481,776

  流動負債合計 6,310,989 5,701,165

 固定負債   

  長期借入金 483,323 915,975

  役員退職慰労引当金 48,200 49,580

  退職給付に係る負債 460,808 465,333

  その他 220,837 116,616

  固定負債合計 1,213,168 1,547,504

 負債合計 7,524,158 7,248,670
 

 

EDINET提出書類

丸東産業株式会社(E00863)

四半期報告書

 7/16



 

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年11月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,807,750 1,807,750

  資本剰余金 786,011 786,011

  利益剰余金 1,627,900 2,182,062

  自己株式 △2,923 △3,110

  株主資本合計 4,218,738 4,772,712

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 239,171 299,338

  為替換算調整勘定 18,326 △36,078

  退職給付に係る調整累計額 △128,787 △83,423

  その他の包括利益累計額合計 128,709 179,836

 非支配株主持分 3,430 4,468

 純資産合計 4,350,878 4,957,017

負債純資産合計 11,875,036 12,205,688
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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27年３月１日
　至 平成27年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年11月30日)

売上高 11,496,669 12,014,405

売上原価 9,623,813 9,895,241

売上総利益 1,872,856 2,119,164

販売費及び一般管理費 1,503,471 1,459,557

営業利益 369,384 659,606

営業外収益   

 受取配当金 31,356 30,944

 為替差益 605 ―

 その他 13,214 18,639

 営業外収益合計 45,176 49,584

営業外費用   

 支払利息 12,595 16,679

 手形売却損 603 418

 為替差損 ― 2,550

 固定資産除売却損 14,539 ―

 その他 6,272 6,993

 営業外費用合計 34,010 26,642

経常利益 380,551 682,548

税金等調整前四半期純利益 380,551 682,548

法人税、住民税及び事業税 191,507 231,351

法人税等調整額 △35,160 △136,206

法人税等合計 156,346 95,145

四半期純利益 224,204 587,403

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△2,754 1,488

親会社株主に帰属する四半期純利益 226,959 585,914
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【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27年３月１日
　至 平成27年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年11月30日)

四半期純利益 224,204 587,403

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 69,369 60,167

 退職給付に係る調整額 15,839 45,364

 為替換算調整勘定 △3,279 △54,855

 その他の包括利益合計 81,929 50,676

四半期包括利益 306,133 638,079

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 309,588 637,041

 非支配株主に係る四半期包括利益 △3,454 1,038
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後に実施される企業結合につい

ては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四

半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

 
（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）

従来、当社の一部建物付属設備及び構築物、及び、国内連結子会社の建物付属設備及び構築物について、定率

法を採用しておりましたが、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）を第１四半期連結会計期間から適用し、平成28年

４月１日以後に取得した建物付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。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

　

１.受取手形割引高

 
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年11月30日)

受取手形割引高 203,220千円 173,013千円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　　　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

　　　　なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(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３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
至 平成27年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日)

減価償却費 312,271千円 294,741千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年11月30日)

１．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５月22日
定時株主総会

普通株式 31,755 2 平成27年２月28日 平成27年５月25日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　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28年３月１日 至 平成28年11月30日)

１．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５月27日
定時株主総会

普通株式 31,752 2 平成28年２月29日 平成28年５月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年11月30日)

　当社グループは、包装資材事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日 至 平成28年11月30日)

　当社グループは、包装資材事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
至 平成27年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日)

　　１株当たり四半期純利益 14円29銭 36円91銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 226,959 585,914

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
　　四半期純利益(千円)

226,959 585,914

    普通株式の期中平均株式数(株) 15,877,031 15,876,122
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年１月11日

丸東産業株式会社

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   増　　田   　　　靖　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   佐   田   明   久   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」に掲げられている丸東産業株式会

社の平成28年３月１日から平成29年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成28年９月１日から平成

28年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年３月１日から平成28年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

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連結財務諸

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連結財務諸表に対す

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、丸東産業株式会社及び連結子会社の平成28年11月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結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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