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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第1四半期 122,397 1.9 8,319 △12.9 8,331 △12.4 3,918 △19.8

23年3月期第1四半期 120,102 11.5 9,548 18.6 9,514 25.3 4,887 14.7

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 5,041百万円 （138.8％） 23年3月期第1四半期 2,111百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 15.21 ―

23年3月期第1四半期 18.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 513,195 169,462 31.8
23年3月期 499,119 165,612 31.9

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  163,089百万円 23年3月期  159,394百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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) 245,000 1.8 15,500 △9.7 15,000 △8.6 7,500 △6.5 29.11
通期 490,000 3.2 31,000 △4.3 30,000 △3.8 16,000 55.5 62.09



(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 

(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、実際
の業績等は様々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あたっての注意事項等につきましては、四
半期決算短信【添付資料】P.2「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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 271,056,029 株 23年3月期 271,056,029 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 13,384,418 株 23年3月期 13,383,132 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 257,671,966 株 23年3月期1Q 264,542,846 株
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当第１四半期連結累計期間の連結業績につきましては、東日本大震災直後に大きく落ち込んだ経済活動
が持ち直しの動きを見せ始めた中、主力の段ボール製品の販売量が飲料向けを中心に前年同期を上回った
ものの、利益面では板紙の主原料である古紙をはじめとする原燃料価格が上昇していることに加え、グル
ープ会社の丸三製紙株式会社が福島第一原子力発電所事故の影響で操業を停止していたことによる影響
(平成23年６月20日操業再開)もあり、前年同期に比べ増収減益となりました。この結果、売上高122,397
百万円(前年同期比1.9％増)、営業利益8,319百万円(同12.9％減)、経常利益8,331百万円(同12.4％減)、
四半期純利益3,918百万円(同19.8％減)となりました。 
 セグメントの状況は次のとおりです。 

  
［板紙・紙加工関連事業］ 

板紙・紙加工関連事業につきましては、売上高は販売量の増加により前年同期を上回ったものの、原
燃料価格の上昇により、増収減益となりました。 
 この結果、当セグメントの売上高は92,338百万円（同0.7％増）、営業利益は7,563百万円（同11.8％
減）となりました。 
  

［軟包装関連事業］ 
軟包装関連事業につきましては、売上高は販売量の減少により前年同期を下回ったものの、変動費・

固定費の削減効果により、減収増益となりました。 
 この結果、当セグメントの売上高は13,436百万円（同3.4％減）、営業利益は608百万円（同51.2％
増）となりました。 
  

［重包装関連事業］ 
重包装関連事業につきましては、積極的な営業活動を展開したことにより、増収増益となりました。 

 この結果、当セグメントの売上高は6,000百万円（同2.8％増）、営業利益は314百万円（同14.6％
増）となりました。 
  

［海外関連事業］ 
海外関連事業につきましては、売上高は連結子会社の増加により前年同期を大きく上回ったものの、

原材料価格の上昇の割合が大きく、増収減益となりました。 
 この結果、当セグメントの売上高は5,551百万円（同48.3％増）、営業損失は271百万円となりまし
た。 
  

［その他の事業］ 
その他の事業につきましては、売上高は不織布事業の増産により前年同期を上回ったものの、原燃料

価格の上昇に伴う新聞用紙事業の採算悪化等により、増収減益となりました。 
 この結果、当セグメントの売上高は5,071百万円（同3.7％増）、営業利益は65百万円（同34.3％減）
となりました。 
  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、主に季節要因による売上債権の増加により513,195百万円と
なり、前連結会計年度末に比べ14,076百万円増加しました。 
 負債は、主に短期借入金の増加により343,732百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,226百万円増
加しました。 
 純資産は、主に利益剰余金の増加により169,462百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,850百万円増
加しました。 
 この結果、自己資本比率は31.8％となり、前連結会計年度末に比べ0.1ポイント低下しております。 

  
  

業績予想につきましては、現時点では不確実要素が多いため、平成23年５月11日に公表いたしました決
算発表時の業績予想を変更しておりません。 
  

  
  

１. 当四半期決算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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

【追加情報】 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)および「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日)を適用しております。 

  

２. サマリー情報（その他）に関する事項

(１) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(２) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(３) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,559 18,386 

受取手形及び売掛金 125,986 132,329 

有価証券 2,200 － 

商品及び製品 13,770 14,718 

仕掛品 1,559 1,785 

原材料及び貯蔵品 11,476 12,520 

繰延税金資産 4,362 3,073 

その他 4,752 7,260 

貸倒引当金 △604 △662 

流動資産合計 182,062 189,411 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 174,832 176,473 

減価償却累計額 △113,236 △114,758 

建物及び構築物（純額） 61,596 61,714 

機械装置及び運搬具 373,853 376,474 

減価償却累計額 △302,745 △306,526 

機械装置及び運搬具（純額） 71,107 69,948 

土地 100,943 105,551 

建設仮勘定 3,717 5,331 

その他 20,842 21,087 

減価償却累計額 △15,004 △15,180 

その他（純額） 5,838 5,906 

有形固定資産合計 243,203 248,452 

無形固定資産   

のれん 2,407 2,376 

その他 5,954 5,721 

無形固定資産合計 8,361 8,098 

投資その他の資産   

投資有価証券 55,417 57,450 

長期貸付金 338 361 

繰延税金資産 2,662 2,495 

その他 8,542 8,395 

貸倒引当金 △1,467 △1,469 

投資その他の資産合計 65,492 67,232 

固定資産合計 317,057 323,783 

資産合計 499,119 513,195 

レンゴー㈱　(3941)　平成24年３月期　第１四半期決算短信

 - 4 -



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 71,488 76,290 

短期借入金 97,489 111,431 

1年内償還予定の社債 5,865 5,865 

未払費用 17,903 17,216 

未払法人税等 5,867 1,962 

役員賞与引当金 173 － 

その他 19,658 20,152 

流動負債合計 218,446 232,918 

固定負債   

社債 25,000 25,050 

長期借入金 69,503 66,356 

繰延税金負債 4,477 4,480 

退職給付引当金 7,918 6,960 

役員退職慰労引当金 881 843 

その他 7,279 7,123 

固定負債合計 115,059 110,814 

負債合計 333,506 343,732 

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,066 31,066 

資本剰余金 33,997 33,997 

利益剰余金 106,220 108,664 

自己株式 △7,838 △7,839 

株主資本合計 163,446 165,890 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △93 113 

繰延ヘッジ損益 － △202 

為替換算調整勘定 △3,957 △2,711 

その他の包括利益累計額合計 △4,051 △2,801 

少数株主持分 6,217 6,373 

純資産合計 165,612 169,462 

負債純資産合計 499,119 513,195 
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 120,102 122,397 

売上原価 95,508 98,989 

売上総利益 24,594 23,408 

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 3,054 3,002 

給料及び手当 4,533 4,600 

のれん償却額 184 195 

その他 7,273 7,289 

販売費及び一般管理費合計 15,045 15,088 

営業利益 9,548 8,319 

営業外収益   

受取利息 95 100 

受取配当金 579 547 

負ののれん償却額 130 127 

持分法による投資利益 12 － 

その他 513 635 

営業外収益合計 1,332 1,410 

営業外費用   

支払利息 652 625 

持分法による投資損失 － 62 

その他 713 711 

営業外費用合計 1,365 1,399 

経常利益 9,514 8,331 
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(単位：百万円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

特別利益   

補助金収入 128 31 

受取補償金 － 17 

その他 402 28 

特別利益合計 531 78 

特別損失   

災害による損失 － 891 

投資有価証券評価損 111 541 

環境対策費 706 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 403 － 

その他 391 338 

特別損失合計 1,613 1,771 

税金等調整前四半期純利益 8,433 6,637 

法人税、住民税及び事業税 2,845 1,283 

法人税等調整額 602 1,481 

法人税等合計 3,447 2,765 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,985 3,872 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 97 △45 

四半期純利益 4,887 3,918 
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,985 3,872 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,024 208 

繰延ヘッジ損益 － △202 

為替換算調整勘定 84 1,050 

持分法適用会社に対する持分相当額 66 111 

その他の包括利益合計 △2,873 1,168 

四半期包括利益 2,111 5,041 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,951 4,847 

少数株主に係る四半期包括利益 160 194 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、平成23年６月29日開催の取締役会の決議に基づき、平成23年７月21日に条件を決定し、以下の

社債を発行しました。 

 レンゴー㈱第15回無担保社債 

 (特定社債間限定同順位特約付) 

  発行価額の総額 5,000百万円 

  発行価格    各社債の金額100円につき金100円 

  利率      年0.566％ 

  払込期日    平成23年７月28日 

  償還期限    平成28年７月28日 

  資金使途    社債償還、借入金返済 

  

 レンゴー㈱第16回無担保社債 

 (特定社債間限定同順位特約付) 

  発行価額の総額 5,000百万円 

  発行価格    各社債の金額100円につき金100円 

  利率      年0.856％ 

  払込期日    平成23年７月28日 

  償還期限    平成30年７月27日 

  資金使途    社債償還、借入金返済 

  

  

(３) 継続企業の前提に関する注記

(４) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(５) 重要な後発事象
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