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1. 2022年12月期第1四半期の連結業績（2022年1月1日～2022年3月31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 ％

2022年12月期第1四半期 3,966 6.9 99 ― 92 ― 64 ―

2021年12月期第1四半期 3,709 △8.1 △37 ― △51 ― △36 ―

（注）包括利益 2022年12月期第1四半期　　△169百万円 （―％） 2021年12月期第1四半期　　△139百万円 （―％）

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

2022年12月期第1四半期 58.52 58.30

2021年12月期第1四半期 △32.95 ―

(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 ％

2022年12月期第1四半期 16,116 8,233 46.7

2021年12月期 17,007 8,430 45.7

（参考）自己資本 2022年12月期第1四半期 7,531百万円 2021年12月期 7,769百万円

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

2021年12月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00

2022年12月期 ―

2022年12月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

（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. 2022年12月期の連結業績予想（2022年 1月 1日～2022年12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 16,500 2.2 350 106.3 350 89.1 200 47.1 182.35

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(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 ： 有

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

（注）詳細は、添付資料Ｐ７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(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） 2022年12月期1Q 1,776,820 株 2021年12月期 1,776,820 株

② 期末自己株式数 2022年12月期1Q 680,033 株 2021年12月期 680,033 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期1Q 1,096,787 株 2021年12月期1Q 1,105,107 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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およ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、実際の業績等はさまざま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
および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報
に関する説明」をご参照ください。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスのオミクロン株流行によるまん延防止等

重点措置等もあり個人消費は伸び悩み、原材料価格の高騰や円安も相まって極めて厳しい状況が続いております。

海外の経済においても、資源価格の高騰、インフレの加速に加えウクライナ情勢の深刻化により先行きに不透明感

が強まる状況にあります。その中でも中国では新型コロナウイルス感染症対策として一部都市のロックダウンによ

る行動制限で企業活動は停滞し個人消費は下振れする影響が出ております。

このような状況の中、当社グループでは、「包装を通じて社会に奉仕します」の社是に則り、「優秀な製品」

「確実な納品」「適正な価格」でお客様に信頼していただける受注活動を進めております。当社グループ一体でお

客様への供給責任を果たすべく、各部門で従来からの課題の解決に取り組むとともに部門相互で連携を強化し、全

社一体となってお客様と締結した品質契約と個別契約の要求基準を満たす製品を生産し、確実な納品を徹底してお

ります。そのために防虫対策をはじめとした生産環境の改善にも努めております。

また、当社グループでは、ＥＳＧを経営の根幹に据え、事業を通じて社会的課題の解決を図るよう努めておりま

す。単に利益を求めるのみではなく、「包装を通じて社会に奉仕する」ことを愚直に追い求め、ＥＳＧを重視した

経営を実践することで、更なる企業価値の向上と持続的成長を目指しております。その中で、環境への取組みとし

ては、包装業界の先駆者として、脱プラスチック・省資源・易廃棄などのパッケージを開発・促進し、再生利用に

よる循環型社会に貢献するＳＤＧｓ実践企業を目指して、環境方針を制定し行動しております。持続可能な調達を

推進するお客様の要求に応えるべく、環境に配慮したパッケージの設計を提案するとともに、森林認証紙の使用に

も対応し、使用原紙重量比の80％あまりが認証紙となっております。知的財産への投資等に関しては、デジタルト

ランスフォーメーション（ＤＸ）開発の第一歩としてグローバルスタンダードで標準化されたＥＲＰパッケージの

導入とそのオペレーションのトレーニングを進めております。この取組みは、自分の仕事に対するイノベーション

や新しい知識を取り入れて全従業員の70％を技術者に成長させていくために相応の人員と工数を費やす人的資本へ

の教育投資として位置付けております。このほか、従業員の健康状況に関しては、日々情報を収集し、全社で共有

しております。新型コロナウイルス感染症に対しては、すべてのステークホルダーへの安全安心を 優先に、従業

員とその家族への消毒の徹底および感染対策の指導、工場内の入場制限、ソーシャルディスタンスの確保、時差出

勤など、人への安全確保を第一とした各種感染症拡大防止策の励行を徹底しております。

当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は3,966百万円（前年同四半期比6.9％増）となりました。日本

では、前年同四半期と比べ受注状況が改善されてきたことに加え、お客様からの新しい受注を獲得したことが影響

しております。中国では新型コロナウイルス感染症対策として一部都市のロックダウンによる行動制限の影響もあ

り売上は伸び悩みましたが、円安による為替評価が影響しております。損益面では、日本での売上高増加および中

国での原価低減活動に加え前年同四半期に計上いたしました上海古林国際印務有限公司の移転一時費用がなくなっ

たことにより、営業利益は99百万円（前年同四半期は営業損失37百万円）、経常利益は92百万円（前年同四半期は

経常損失51百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は64百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半

期純損失36百万円）となりました。

なお、当第１四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31

日）等を適用しております。

詳細は、「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変

更）」に記載のとおりであります。

（２）財政状態に関する説明

当社グループにおける当第１四半期連結会計期間末の資産は16,116百万円となり、前連結会計年度末に比べ891

百万円減少しました。これは、主に受取手形及び売掛金で前連結会計年度末が休日であった影響等により579百万

円減少、投資有価証券で時価下落により509百万円減少したことによるものであります。当第１四半期連結会計期

間末の負債は7,883百万円となり、前連結会計年度末に比べ694百万円減少しました。これは、主に長短借入金で

480百万円減少、固定負債その他で主に繰延税金負債の減少により186百万円減少したことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は8,233百万円となり、前連結会計年度末に比べ197百万円減少しました。こ

れは、主にその他有価証券評価差額金で354百万円減少、為替換算調整勘定で85百万円増加したことによるもので

あります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年12月期の業績につきましては、2022年２月10日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

　なお、新型コロナウイルス感染症が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。今後、業績予想の

修正が必要となった場合には速やかに開示いたします。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,228 1,385

受取手形及び売掛金 4,803 4,224

商品及び製品 609 609

仕掛品 297 342

原材料及び貯蔵品 208 228

その他 226 225

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 7,371 7,013

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 1,692 1,733

土地 1,689 1,689

その他（純額） 951 891

有形固定資産合計 4,332 4,313

無形固定資産 136 137

投資その他の資産

投資有価証券 4,169 3,660

退職給付に係る資産 246 238

その他 753 755

投資その他の資産合計 5,168 4,653

固定資産合計 9,637 9,103

資産合計 17,007 16,116

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,678 3,713

短期借入金 1,283 560

１年内返済予定の長期借入金 592 630

未払法人税等 28 67

賞与引当金 26 77

その他 1,247 1,096

流動負債合計 6,853 6,143

固定負債

長期借入金 1,041 1,246

退職給付に係る負債 107 105

資産除去債務 3 3

その他 572 386

固定負債合計 1,724 1,741

負債合計 8,577 7,883

純資産の部

株主資本

資本金 2,151 2,151

資本剰余金 1,410 1,410

利益剰余金 3,209 3,245

自己株式 △941 △941

株主資本合計 5,830 5,865

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,634 1,280

為替換算調整勘定 313 399

退職給付に係る調整累計額 △8 △13

その他の包括利益累計額合計 1,939 1,666

新株予約権 7 7

非支配株主持分 655 695

純資産合計 8,430 8,233

負債純資産合計 17,007 16,116
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

売上高 3,709 3,966

売上原価 3,202 3,329

売上総利益 507 637

販売費及び一般管理費 544 538

営業利益又は営業損失（△） △37 99

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 15 17

その他 9 8

営業外収益合計 25 26

営業外費用

支払利息 5 4

為替差損 14 11

その他 21 17

営業外費用合計 39 33

経常利益又は経常損失（△） △51 92

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△51 92

法人税等 10 30

四半期純利益又は四半期純損失（△） △61 62

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △25 △2

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△36 64

（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１四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △61 62

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △185 △354

為替換算調整勘定 115 128

退職給付に係る調整額 △8 △5

その他の包括利益合計 △78 △231

四半期包括利益 △139 △169

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △151 △209

非支配株主に係る四半期包括利益 12 41

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（３）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）

　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、代理

人に該当する取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、純額で収

益を認識する方法に変更しております。また、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている取引について

は、変動対価の額に関する不確実性が解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生

しない可能性が高い部分に限り、変動対価を取引価格に含めております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収

益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに従来の取扱いに従っ

てほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計基準を遡及適用しておりません。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の利益剰余金の当期首残高および四半期連結財務諸表に与える影響は軽微

であります。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載してお

りません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への

影響はありません。

（追加情報）

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

当社および国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第８号)において創設されたグ

ループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい

ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第

39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の

税法の規定に基づいております。

（新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見

積り）に記載しております新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありませ

ん。
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（単位：百万円）

日本 中国 合計

売上高

外部顧客への売上高 3,085 624 3,709

セグメント間の内部売上高又は振替高 － 291 291

計 3,085 915 3,999

セグメント利益又は損失(△) 44 △45 △1

利益 金額

報告セグメント計 △1

セグメント間取引消去 0

その他の調整額（注） △36

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △37

（セグメント情報）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2021年１月１日　至2021年３月31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

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

　（注）　その他の調整額は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。
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（単位：百万円）

日本 中国 合計

売上高

印刷紙器 2,935 643 3,578

プラスチック包材 355 － 355

その他 3 29 33

顧客との契約から生じる収益 3,293 673 3,966

外部顧客への売上高 3,293 673 3,966

セグメント間の内部売上高又は振替高 － 319 319

計 3,293 992 4,285

セグメント利益 101 33 134

利益 金額

報告セグメント計 134

セグメント間取引消去 0

その他の調整額（注） △35

四半期連結損益計算書の営業利益 99

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2022年１月１日　至2022年３月31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並びに収益の分解情報

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

　（注）　その他の調整額は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

　（会計方針の変更）に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月

31日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、

事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。

　なお、当該変更による当第１四半期連結累計期間の報告セグメントの売上高および利益に与える影響は軽

微であります。
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