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1. 平成30年7月期第1四半期の連結業績（平成29年8月1日～平成29年10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 ％

30年7月期第1四半期 1,808 6.3 30 △8.1 33 △3.9 26 ―

29年7月期第1四半期 1,701 ― 33 ― 34 ― 0 ―

（注）包括利益 30年7月期第1四半期　　28百万円 （―％） 29年7月期第1四半期　　0百万円 （―％）

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

30年7月期第1四半期 14.91 ―

29年7月期第1四半期 0.02 ―

※１ 平成29年7月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成29年7月期第1四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりま

せん。

※２ 平成29年第2四半期連結会計期間において、平成29年７月期第1四半期に行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、平成29年７月

期第1四半期連結財務諸表について暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

(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 ％

30年7月期第1四半期 7,281 3,381 46.4

29年7月期 6,884 3,388 49.2

（参考）自己資本 30年7月期第1四半期 3,381百万円 29年7月期 3,388百万円

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

29年7月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

30年7月期 ―

30年7月期（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

3. 平成30年 7月期の連結業績予想（平成29年 8月 1日～平成30年 7月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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

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) 3,210 △14.7 52 △74.1 53 △73.9 37 △68.8 20.82

通期 6,700 0.7 240 △18.4 242 △18.6 166 △12.1 93.40

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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 ： 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

(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） 30年7月期1Q 1,798,800 株 29年7月期 1,798,800 株

② 期末自己株式数 30年7月期1Q 21,469 株 29年7月期 21,469 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年7月期1Q 1,777,331 株 29年7月期1Q 1,777,331 株

※四半期決算短信は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及び合理的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及び業績
予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「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」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

平成28年９月１日に行われたオサ機械株式会社との企業結合について、前第１四半期連結会計期間において暫定的

な会計処理を行っていましたが、前第２四半期連結会計期間に確定したため、前年同四半期との比較分析にあたって

は、暫定的な会計処理の確定による見直し後の金額を用いております。

（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、個人消費に緩やかな持ち直しの動きが見られ、企業収益や雇

用・所得環境に改善が見られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような状況のなか、当社グループは海外事業の拡大、グループ会社間の事業連携強化に取り組んでまいりま

した。

当第１四半期連結累計期間における売上高は1,808百万円（前年同期比6.3%増）となりました。利益につきまして

は、営業利益は30百万円（前年同期比8.1%減）、経常利益は33百万円（前年同期比3.9%減）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は26百万円（前年同期比26百万円の増加）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①包装機械事業

給袋自動包装機の販売台数及び包装関連システムの販売実績が増加したことに伴い売上高は1,611百万円（前年

同期比29.5%増）となったものの、売上総利益率の低下に伴い営業利益は28百万円（前年同期比46.5%減）となり

ました。

②生産機械事業

大型のプラント案件の販売実績が減少したことに伴い売上高は196百万円（前年同期比57.0%減）、営業利益は1

百万円（前年同期比96.5%減）となりました。

なお当社グループの各四半期の売上高は、受注案件の売上計上時期の偏りと高額案件の有無等により、大きく変

動する傾向にあります。一方、販売費及び一般管理費は比較的変動が少ないことから、利益につきましても、売上

高に大きく影響されることとなり、各四半期の業績は大きく変動する傾向があります。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は7,281百万円となり、前連結会計年度末に比べて397百万円増加

いたしました。この主たる要因は、売上債権及びファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額の合計額が

269百万円、棚卸資産が163百万円、それぞれ増加したこと等によります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は3,900百万円となり、前連結会計年度末に比べて404百万円増加

いたしました。この主たる要因は、仕入債務が315百万円増加したこと等によります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は3,381百万円となり、前連結会計年度末に比べて7百万円減少

いたしました。この主たる要因は、利益剰余金が9百万円減少したこと等によります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年７月期第２四半期（累計）及び通期の連結業績予想につきましては、平成29年９月８日付当社「平成29

年７月期決算短信[日本基準]（連結）」にて発表した連結業績予想から修正を行っております。詳細につきまして

は、本日付で発表いたしました「連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,408,327 1,425,181

受取手形及び売掛金 1,437,958 1,763,313

仕掛品 724,631 880,162

原材料及び貯蔵品 329,082 337,389

未収入金 204,020 140,952

その他 93,312 74,391

流動資産合計 4,197,333 4,621,391

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 435,757 429,040

土地 646,125 646,125

その他（純額） 20,420 18,767

有形固定資産合計 1,102,303 1,093,933

無形固定資産

のれん 696,422 687,299

技術資産 627,681 619,458

その他 150,560 149,737

無形固定資産合計 1,474,664 1,456,495

投資その他の資産 110,401 109,988

固定資産合計 2,687,369 2,660,416

資産合計 6,884,702 7,281,808

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,172,796 1,488,338

1年内返済予定の長期借入金 111,996 111,996

未払法人税等 79,500 17,829

賞与引当金 - 39,060

役員賞与引当金 16,000 -

製品保証引当金 20,108 20,164

受注損失引当金 - 24,480

その他 913,415 1,047,448

流動負債合計 2,313,817 2,749,317

固定負債

長期借入金 746,674 718,675

役員退職慰労引当金 74,500 -

退職給付に係る負債 37,274 37,088

その他 323,752 395,210

固定負債合計 1,182,200 1,150,974

負債合計 3,496,017 3,900,291
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年10月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 251,577 251,577

資本剰余金 282,269 282,269

利益剰余金 2,858,644 2,849,602

自己株式 △20,134 △20,134

株主資本合計 3,372,355 3,363,313

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 18,115 18,962

為替換算調整勘定 △1,786 △759

その他の包括利益累計額合計 16,329 18,203

純資産合計 3,388,684 3,381,516

負債純資産合計 6,884,702 7,281,808
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年８月１日
至 平成28年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年８月１日
至 平成29年10月31日)

売上高 1,701,954 1,808,600

売上原価 1,294,265 1,440,013

売上総利益 407,688 368,587

販売費及び一般管理費 374,214 337,826

営業利益 33,473 30,760

営業外収益

受取利息 51 108

仕入割引 813 761

為替差益 - 1,471

助成金収入 776 1,008

その他 1,068 603

営業外収益合計 2,709 3,953

営業外費用

支払利息 1,276 1,494

その他 338 -

営業外費用合計 1,615 1,494

経常利益 34,568 33,219

特別損失

固定資産除却損 - 0

特別損失合計 - 0

税金等調整前四半期純利益 34,568 33,219

法人税、住民税及び事業税 36,722 14,838

法人税等調整額 △2,185 △8,123

法人税等合計 34,536 6,714

四半期純利益 31 26,504

親会社株主に帰属する四半期純利益 31 26,504
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年８月１日
至 平成28年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年８月１日
至 平成29年10月31日)

四半期純利益 31 26,504

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,820 847

為替換算調整勘定 △916 1,026

その他の包括利益合計 904 1,874

四半期包括利益 935 28,378

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 935 28,378
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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。

（セグメント情報）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成28年８月１日 至 平成28年10月31日）

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

（単位：千円）

(注) １ セグメント利益の調整額△75,948千円は、企業結合に係る取得関連費用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成29年８月１日 至 平成29年10月31日）

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

（単位：千円）

報告セグメント 調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２包装機械 生産機械 計

売上高

外部顧客への売上高 1,244,217 457,736 1,701,954 ― 1,701,954

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,244,217 457,736 1,701,954 ― 1,701,954

セグメント利益 53,859 55,562 109,421 △75,948 33,473

報告セグメント
調整額

四半期連結損益
計算書計上額包装機械 生産機械 計

売上高

外部顧客への売上高 1,611,632 196,968 1,808,600 ― 1,808,600

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,611,632 196,968 1,808,600 ― 1,808,600

セグメント利益 28,790 1,969 30,760 ― 30,760

ゼネラルパッカー株式会社（6267）平成30年７月期　第１四半期決算短信　

- 7 -




