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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70期

第３四半期
連結累計期間

第71期
第３四半期
連結累計期間

第70期

会計期間
自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日

自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日

自 平成28年３月１日
至 平成29年２月28日

売上高 (千円) 12,014,405 12,395,616 15,789,054

経常利益 (千円) 682,548 769,530 870,437

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 585,914 576,037 700,040

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 638,079 625,581 894,345

純資産額 (千円) 4,957,017 5,790,968 5,213,161

総資産額 (千円) 12,205,688 12,779,378 11,854,614

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 369.05 362.87 440.94

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 (％) 40.6 45.3 43.9
 

 

回次
第70期

第３四半期
連結会計期間

第71期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年９月１日
至 平成28年11月30日

自 平成29年９月１日
至 平成29年11月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 98.13 118.78
 

(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．当社は、平成29年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。これに

伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定

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いて、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、政府による経済政策及び日銀の金融緩和政策などにより、

企業業績や雇用・所得環境に改善の動きが見られ、個人消費についても、緩やかな回復基調で推移いたしまし

た。

　当社グループを取り巻く環境は、依然として原材料市況が継続的に上昇基調にあり、特に原油高の影響で、当

社製品の原材料であるフィルムや樹脂などの価格が引き続き値上がりし、厳しい状況で推移しております。

　このような状況の中、当社グループは、易開封加工の「直進くん®」や、乾燥剤の代わりに袋が湿気を吸収する

「吸湿くん®」のほか、高速充填できる液体包装フィルム「マルトップ®ＭＬ」など、付加価値の高い包装資材の

拡販に努めてまいりました。また、昨年10月に東京ビックサイトで開催されたJAPAN PACK 2017に出展し、来場さ

れたお客様に当社製品をご紹介いたしました。さらに、同月には、「吸湿くん®」と「直進くん®」が、それぞれ

の付加機能が認められて、そろって2017年グッドデザイン賞を受賞いたしました。なお、生産部門におきまして

は、引続き生産性の向上とコストダウン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、123億９千５百万円（前年同期比3.2％増）、損益面

では、営業利益７億２千４百万円（前年同期比9.8％増）、経常利益７億６千９百万円（前年同期比12.7％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は５億７千６百万円（前年同期比1.7％減）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９億２千４百万円増加し、127億７

千９百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加したことなどによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末に比べて３億４千６百万円増加し、69億８千８百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金及び電子記録債務等の増加額が、借入金の返済を上回ったことなどによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べて５億７千７百万円増加し、57億９千万円となりました。これは主に、利

益剰余金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６千８百万円であります。
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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 4,561,000

計 4,561,000
 

（注） 当社は、平成29年５月26日開催の第70期定時株主総会決議により、平成29年９月１日付で株式併合に伴う定款

の変更が行われ、発行可能株式総数は41,049,000株減少し、4,561,000株となっております。

　

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29年11月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年１月11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 1,590,250 1,590,250 福岡証券取引所 単元株式数　100株

計 1,590,250 1,590,250 ― ―
 

（注）１.　当社は、平成29年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。これ

に伴い、発行済株式総数は14,312,250株減少し、1,590,250株となっております。

２.　当社は、平成29年５月26日開催の第70期定時株主総会により、平成29年９月１日付で単元株式数が1,000

株から100株に変更となっております。

 

(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29年９月１日～
平成29年11月30日

△14,312,250 1,590,250 ― 1,807,750 ― 786,011
 

（注） 当社は、平成29年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。これに伴

い、発行済株式総数は14,312,250株減少し、1,590,250株となっております。

 

(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29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29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　　 27,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 15,872,000 15,872 ―

単元未満株式 普通株式     3,500 ― ―

発行済株式総数 15,902,500 ― ―

総株主の議決権 ― 15,872 ―
 

　 (注) １.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式824株が含まれております。

     ２.　当社は、平成29年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。これ

に伴い、発行済株式総数は14,312,250株減少し、1,590,250株となっております。

３.　当社は、平成29年５月26日開催の第70期定時株主総会により、平成29年９月１日付で単元株式数が1,000

株から100株に変更となっております。

 

② 【自己株式等】

  平成29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

27,000 ― 27,000 0.17

計 ― 27,000 ― 27,000 0.17
 

 

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）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29年９月１日から平成

29年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年３月１日から平成29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29年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年11月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,108,218 2,123,194

  受取手形及び売掛金 3,796,876 4,228,742

  商品及び製品 791,135 843,598

  仕掛品 193,650 322,960

  原材料及び貯蔵品 143,879 146,689

  その他 166,352 326,916

  貸倒引当金 △35,763 △42,687

  流動資産合計 7,164,347 7,949,414

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,768,848 1,770,971

   機械装置及び運搬具（純額） 684,481 633,828

   土地 1,081,393 1,054,861

   その他（純額） 51,317 186,466

   有形固定資産合計 3,586,040 3,646,128

  無形固定資産 25,595 25,310

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,051,140 1,131,679

   その他 42,696 41,402

   貸倒引当金 △15,206 △14,558

   投資その他の資産合計 1,078,630 1,158,523

  固定資産合計 4,690,266 4,829,963

 資産合計 11,854,614 12,779,378

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,670,729 1,847,540

  電子記録債務 1,712,630 2,056,804

  短期借入金 714,313 778,016

  1年内返済予定の長期借入金 533,880 533,880

  未払法人税等 158,698 162,811

  賞与引当金 37,768 135,237

  その他 415,386 464,132

  流動負債合計 5,243,406 5,978,423

 固定負債   

  長期借入金 782,505 382,095

  役員退職慰労引当金 50,810 45,120

  退職給付に係る負債 431,490 431,387

  その他 133,240 151,384

  固定負債合計 1,398,045 1,009,987

 負債合計 6,641,452 6,988,410
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29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 2,296,188 2,824,602

  自己株式 △3,232 △3,383

  株主資本合計 4,886,716 5,414,979

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 372,001 424,726

  為替換算調整勘定 5,885 △7,350

  退職給付に係る調整累計額 △56,655 △48,874

  その他の包括利益累計額合計 321,230 368,501

 非支配株主持分 5,214 7,487

 純資産合計 5,213,161 5,790,968

負債純資産合計 11,854,614 12,779,378
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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28年３月１日
　至 平成28年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年11月30日)

売上高 12,014,405 12,395,616

売上原価 9,895,241 10,093,297

売上総利益 2,119,164 2,302,318

販売費及び一般管理費 1,459,557 1,578,091

営業利益 659,606 724,227

営業外収益   

 受取配当金 30,944 33,487

 為替差益 ― 27,859

 その他 18,639 9,577

 営業外収益合計 49,584 70,925

営業外費用   

 支払利息 16,679 15,076

 手形売却損 418 347

 為替差損 2,550 ―

 固定資産除売却損 ― 5,780

 その他 6,993 4,416

 営業外費用合計 26,642 25,622

経常利益 682,548 769,530

特別利益   

 固定資産売却益 ― 33,233

 特別利益合計 ― 33,233

税金等調整前四半期純利益 682,548 802,764

法人税、住民税及び事業税 231,351 264,673

法人税等調整額 △136,206 △39,949

法人税等合計 95,145 224,723

四半期純利益 587,403 578,040

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,488 2,002

親会社株主に帰属する四半期純利益 585,914 576,037
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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28年３月１日
　至 平成28年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年11月30日)

四半期純利益 587,403 578,040

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 60,167 52,725

 退職給付に係る調整額 45,364 7,780

 為替換算調整勘定 △54,855 △12,965

 その他の包括利益合計 50,676 47,540

四半期包括利益 638,079 625,581

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 637,041 623,308

 非支配株主に係る四半期包括利益 1,038 2,272
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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)

　該当事項はありません。

 

(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。

 

(追加情報)

「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。

 

(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29年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年11月30日)

受取手形割引高 125,464千円 139,137千円
 

 

(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28年３月１日
至 平成28年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日)

減価償却費 294,741千円 255,708千円
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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。

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成29年３月１日 至 平成29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29年５月26日
定時株主総会

普通株式 47,624 3 平成29年２月28日 平成29年５月29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。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成29年３月１日 至 平成29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28年３月１日
至 平成28年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日)

　　１株当たり四半期純利益 369円05銭 362円87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) 585,914 576,037

   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)

585,914 576,037

    普通株式の期中平均株式数(株) 1,587,612 1,587,460
 

(注) １.　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。

２.　当社は、平成29年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。これ

に伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定して

おります。

 

(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30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   小   林   篤　　史　 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29年３月１日から平成30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29年９月１日から平成

29年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年３月１日から平成29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29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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