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平成１８年５月期   中間決算短信（非連結）  平成１８年１月２０日 

会 社 名  株式会社 岡 山 製 紙       上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号  ３８９２               本社所在都道府県 岡山県 
（ＵＲＬ http://www.okayamaseishi.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 佐 藤   勇 
問い合わせ先  責任者役職名 常務取締役総務経理部長 
        氏    名 神 崎 福 夫     ＴＥＬ（０８６）２６２－１１０１ 
決算取締役会開催日  平成１８年１月２０日         中間配当制度の有無  有  
中間配当支払開始日  平成１８年２月１０日         単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株） 
 
１．１７年１１月中間期の業績（平成１７年６月１日～平成１７年１１月３０日） 
(1) 経営成績                （注）百万円未満の端数については、切捨て表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円   ％ 
  ４,２９５ （△４.９） 
  ４,５１５  （９.３） 

百万円   ％ 
    ４４９ （△２２.６） 
    ５８０  （５４.９） 

百万円   ％ 
    ４６６ （△２０.７） 
    ５８８  （５５.４） 

17年５月期   ８,５４３     ９５９     ９６５ 
 

 中間(当期)純利益 １株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円   ％ 
    ２５２ （△２０.９） 
    ３１８  （５５.７） 

円   銭 
      ３６.０５ 
      ４５.５６ 

円   銭 
－ 
－ 

17年５月期     ５３２       ７１.８６ － 
(注)①持分法投資損益  17年11月中間期  －百万円 16年11月中間期  －百万円 17年５月期  －百万円 

②期中平均株式数  17年11月中間期 6,993,933株 16年11月中間期 6,995,815株 17年５月期 6,995,549株 
③会計処理の方法の変更   有 
④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
(2) 配当状況 

 １株当たり 
中間配当金 

１株当たり 
年間配当金 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

円  銭 
５.００ 
５.００ 

円  銭 
――――― 
――――― 

17年５月期 ――――― １０.００ 

 

 
(3) 財政状態                （注）百万円未満の端数については、切捨て表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円 
    ８,５７２ 
    ８,１７７ 

百万円 
    ５,３０６ 
    ４,６８４ 

％ 
   ６１.９ 
   ５７.３ 

円   銭 
  ７５８.９０ 
  ６６９.６２ 

17年５月期     ８,３４９     ４,９５１    ５９.３   ７０３.６１ 

(注)①期末発行済株式数 17年11月中間期 6,992,302株 16年11月中間期 6,995,688株 17年５月期 6,995,157株 
②期末自己株式数  17年11月中間期   7,698株 16年11月中間期   4,312株 17年５月期   4,843株 

(4) キャッシュ･フローの状況         （注）百万円未満の端数については、切捨て表示しております。 

 営業活動によ る 
キャッシュ・フロー 

投資活動によ る 
キャッシュ・フロー 

財務活動によ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円 
    ３４４ 
    ３７７ 

百万円 
   △１８６ 
   △１２１ 

百万円 
    △３６ 
   △２８２ 

百万円 
    ３５５ 
      １ 

17年５月期    １,０００    △１５２    △６４０     ２３４ 
 
２．１８年５月期の業績予想(平成１７年６月１日～平成１８年５月３１日) 

１株当たり年間配当金  売上高 経常利益 当期純利益 
期 末  

 
通 期 

百万円 
  ８,６００ 

百万円 
    ７７０ 

百万円 
    ４１５ 

円  銭 
  ５.００ 

円  銭 
１０.００ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） ５９円３５銭 

 ※ 上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであ
り、実際の業績は、今後の要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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１.株式会社林原との関係 

株式会社林原（当社のその他の関係会社）は、平成 17 年 5 月 31 日現在当社の議決権の 37.3％

を所有しておりましたが、平成 17 年 8 月 30 日に同社が所有する当社株式のうち、1,200 千株を、

東海パルプ株式会社（譲渡株数 850 千株）及び三菱商事株式会社（譲渡株数 350 千株）に譲渡さ

れました。その結果、平成 17 年 11 月 30 日現在当社の議決権数のうち株式会社林原が所有する議

決権数の割合が19.95％（総株主の議決権数に対する割合）となりましたので、株式会社林原は当

社のその他の関係会社に該当しないこととなりました。 

 
２.経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

    当社は、板紙分野では中芯原紙・紙管原紙を、パッケージ分野では美粧段ボールを、それぞれ

製造販売しており、主として、中国地域を営業基盤として事業活動を展開しております。 

    当社は、秩序ある競争の原理と公正の原則を貫く経営活動を基本姿勢として、今後ますますグ

ローバル化が加速する環境に対処するため、企業の透明性、公正性をもって、社会環境の変化や

急速に進む情報化・技術革新に即応した行動に加え、限りある資源の有効活用と環境対策の一層

の強化に取組み、厳しい競争に打ち勝つ企業体質の確立と企業価値の向上に努めてまいりたいと

存じます。 

     

（２）会社の利益配分に対する基本方針 

     利益配分につきましては、株主に対し安定配当を継続することを基本方針とし、将来の企業体

質の強化を図るため、内部留保の充実を考慮しつつ、業績等を総合的に勘案し株主に対する利益

還元を実施していきたいと考えております。 

     内部留保資金の使途につきましては、生産設備増強・更新、品質改善、省力化及び生産性向上

対策等の投資に充てる考えであります。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

    投資単位引下げについては、現段階で具体的な検討は行っておりません。 

 

（４）目標とする経営指標 

   当社が目標に掲げております経営指標は次のとおりであります。 

     売上高経常利益率：１０％以上 
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（５）中長期的な経営戦略 

 当社を取り巻く環境は急速に変化しております。環境の変化に対応した経営を目指し、今年度（平

成 17 年度）から 3 年間を対象に新中期経営計画を策定しました。 

 

新 年 度 計 画 の 目 標 

①「 収 益 の 確 保 」 

売上高経常利益率10％確保 

世界的な素材価格高騰の影響により、当社の原燃料、諸資材の購入価格上昇によるコス

トアップは避けられない情勢にあって収益の低下が懸念されます。このため、商権の拡大、

増販及びコスト競争力の強化、加えて経営資源の有効活用などを図り、売上高経常利益率

10％確保を目指して努力してまいります。 

 

②「ＣＳＲ（企業の社会的責任）の重視」 

企業が持続可能な成長を続けるためには、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たすことが

不可欠であります。このため、ＣＳＲを重視した企業活動を展開してまいります。 

 

③「 営 業 力 の 強 化 」 

売上高・対前年比5％増を目標 

ますます熾烈化する競争社会において、営業力こそが経営基盤強化の要であるとの認識

のもと、更に営業力を強化し、業績の向上に努めてまいります。 

 

④「コスト低減と生産効率の向上」 

製造費用・対前年比 5％低減を目標 

コスト競争力は継続企業の条件であり、企業の永遠の課題でもあります。更なるコスト

低減を図り収益力の強化を図ってまいります。 

 

⑤「環境保全と品質の安定化」 

・環  境 

平成 14 年 5 月本社工場・事業所において ISO14001 の認証を取得して以降、環境改善

に対する活動を展開し、成果をあげてまいりましたが、更なる改善目標に向って挑戦し

てまいります。 

・品  質 

平成 17 年 5 月本社工場・事業所においてISO9001 の認証を取得、そのシステムの管理

手法を活用して、品質の安定化と向上を目指して、更なる品質に対する評価を高めてま

いります。 

 

 以上のとおり、新たな目標に向かって役職員一同計画の達成に邁進し、皆様に評価される企業を目

指して努力してまいります。 
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（６）会社の対処すべき課題 

国内の景気は、内需主導によるゆるやかな回復基調が続き、当面は安定した成長が見込まれて

おります。 

紙パルプ産業においては、内需は前年比若干のプラス成長になると予測されますが、原燃料価

格の大幅な高騰などの影響もあって当社を取り巻く環境は極めて厳しいものとなっております。 

こうした状況のなか、当社といたしましては、更なる営業力の強化、強固な販売体制の確立、

生産の効率化、徹底したコスト削減など一層の経営基盤強化諸施策を積極的に推し進め、役職員

一丸となって業績の向上を目指して一段の成長を遂げたいと考えております。 

 

（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

      当社は、秩序ある競争の原理と公正の原則を貫く経営活動を基本姿勢として、経営の健全

性、透明性をもって、企業の社会的責任を重視した行動の実践を経営の基本として企業活動

を推進してまいります。 

   ②会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン

ス体制の状況 

      ＜会社の機関の内容＞ 

    ・取締役会は、取締役 4 名で構成されており、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応

じ臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の決定を行うとともに、業務執行の状況

を監督しております。また、平成16 年 8 月に執行役員制度を導入し、業務執行体制の強化

及び執行責任の明確化を図っております。現在、執行役員は 3 名おり、月 1 回の定例取締

役会に出席し、業務執行状況の報告なども行っております。 

     ・当社は監査役制度を採用しており、社外監査役２名を含め３名が、業務執行及び財務状況

などを監査しております。 

      ＜内部監査及び監査役監査の状況＞ 

     ・内部監査については、内部統制機能の充実を図るため、内部業務を監査する社長直轄の社

内監査室専任者１名により、監査役と連携のもと年度監査計画に基づき定期的に内部監査

を実施しております。 

        なお、内部統制については、各部署において適正な運用を行っておりますが、さらに機

能の有効性を高めるため、一層の強化・充実を図ってまいります。 

     ・監査役監査については、監査役 3 名（うち社外監査役 2 名）で監査役会を構成し、取締役

会等の重要な会議に出席、重要書類の閲覧、取締役の業務執行の適法性、適正性などを監

査しております。 

      ＜リスク管理体制の整備の状況＞ 

     ・当社は、ダイナミックに変化する経営環境のなか、複雑化する企業リスクに対し的確に対

応することが必要不可欠な要件であると認識し、管理体制の強化を図り、リスクの最小化

に努めております。 

     ・経営計画を推進するにあたり、事業機会に関する経営上の戦略的意思決定に係るリスクや

災害・事故等の不測の事態に関するリスクなどについては、生産、営業、管理の各業務分

野担当取締役が担当業務に係る経営上、業務活動上に内在するリスクを視野に入れ業務を
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執行、必要に応じ取締役会において討議・検討を重ね、適宜対策を実施しております。 

     ・環境・品質等に関するリスクについては、環境委員会、品質委員会を設置し、同委員会に

おいて各部署横断的に検討及び対策を実施しております。 

     ・また、法令遵守、財務報告、情報開示、事務手続きなどの業務遂行に関するリスクについ

ては、各業務分野担当取締役が、担当責任部署において社会規範に反することなきよう適

切な業務管理・遂行体制が構築され、かつ、業務が適正に遂行されていることを適宜確認

する一方、各部署の業務遂行状況について、側面的に内部統制システムの有効性を主眼と

した内部監査を実施し、業務プロセスの的確性、有効性を検証するなどディスクロジャー

の信頼性確保に努めております。 

      ＜会計監査の状況＞ 

     ・会計監査人として、監査法人トーマツを選任しており、中間・期末に限らず期中において

も適宜監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、丹治茂雄、

川合弘泰であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 2 名、会計士補 3 名でありま

す。 

      （注）継続監査年数については、７年を超えていないため、記載を省略しております。 

   ③会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

      当社の社外監査役２名のうち岡崎彬氏は岡山瓦斯株式会社の取締役社長であり、当社の株

式の 0.4％を所有しております。また、松田修氏は当社の主要株主である株式会社林原の常務

取締役であります。なお、社外監査役２名と当社の間の取引関係はありません。 

   ④会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況 

      平成 16 年 8 月に取締役会の構成員数の適正化、業務執行体制の強化及び執行責任の明確化

を図るため執行役員制度を導入し、執行役員２名を選任いたしましたが、更なる経営体質の

強化を図るため、平成17 年 8 月に新たに執行役員１名を選任し現任者を加えて、執行役員３

名体制といたしました。 

 

（８）親会社等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

（９）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、前記（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び

その施策の実施状況に記載のとおりであります。 

  

（10）その他、会社の経営上の重要な事項 

    該当事項はありません。 
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３.経営成績及び財政状態 

（1）経営成績 

①当中間期の概要 

    当上半期の国内の景気は、内需・外需ともに堅調でゆるやかな成長が続きました。しかし一

方では、原油価格の高騰が企業の業績を押し下げる要因となっております。 

   このような環境のなか、紙パルプ業界においては、原燃料価格が高騰する極めて厳しい状況

下にありました。こうした情勢のもと、上半期は、営業面では、主要事業の板紙分野におい

て、販売量に見合った生産体制を持続し、製品価格は一定の水準を堅持しつつ販売量の確保

に努めてまいりましたが、売上高は微減となりました。美粧段ボール分野では、積極的な販

売活動を展開いたしましたが、総体的な需要の減少と競争の激化により販売は伸び悩み受注

は減少いたしました。収益面では、原燃料高騰の影響を受けコストが上昇するなか、製造原

価の低減はもとより、経営全般にわたる経費の削減に努め収益の確保を図りましたが及ばず、

経常利益は前年同期に比べ減益となりました。 

   その結果、当中間期の業績は、次のとおりであります。 

         売 上 高      4,295 百万円（前年同期比  4.9％減） 

        営 業 利 益        449 百万円（前年同期比 22.6％減） 

        経 常 利 益         466 百万円（前年同期比 20.7％減） 

        中間純利益         252 百万円（前年同期比 20.9％減） 

 

②通期の業績見通し 

      今後の見通しにつきましては、当上半期の業績を踏まえ、これからも全社一致協力のもと、

生産面では更なる効率的生産体制の確立と徹底的なコスト削減を強力に推進する一方、営業

面では一層の営業力の強化、強固な販売体制の確立を図り、収益の確保に全力で取り組んで

まいりますが、当社を取り巻く環境は、原燃料価格の高騰など今後も極めて厳しい状況が続

くものと予測されます。 

      こうした状況のもと、通期の業績を次のとおり予想しております。 

        売 上 高        8,600 百万円（前年比  0.7％増） 

        経 常 利 益        770 百万円（前年比 20.2％減） 

        当期純利益         415 百万円（前年比 22.1％減） 

（２）財政状態 

当中間期のキャッシュ・フローは、営業活動で得た資金344 百万円のうち、186 百万円を投資活

動で使用し、36 百万円は配当金の支払など財務活動に使用いたしましたので、当中間期末におけ

る現金及び現金同等物の残高は355 百万円となりました。 
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      キャッシュ・フロー指標 

 平成 16 年 
5 月期 

平成 17 年 
5 月期 

平成 17 年 
11 月中間期 

自己資本比率（％） 54.0 59.3 61.9 
時価ベースの自己資本比率（％） 30.8 49.9 46.7 
債務償還年数（年）            0.7 － － 
ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ 59.6 203.9 － 

      自己資本比率         自己資本÷総資産 

   時価ベースの自己資本比率   株式時価総額÷総資産 

   債務償還年数         有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

   ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ     営業キャッシュ・フロー÷利払い 

 

  ・株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております 

・有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債の内、利子を支払っている全ての負債を対象と 

 しております 

・営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを 

 使用しております 

・利払いは、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております 

 

 (３）事業等のリスク 

①国内需要の減少及び市況価格の下落 

      当社の事業分野別売上高は、板紙事業約 8 割、美粧段ボール事業約2 割の構成となってお

ります。いずれの事業も内需型であり、国内景気の影響を大きく受けます。国内景気の後退

による需要の減少や市況価格の下落が生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

   ②原燃料購入価格の上昇 

      国際市況動向によって大きく価格が変動する重油、中国・アジア地域の需要と国内需給動

向によって価格が変動する古紙等の主要原燃料に関しては、購入価格が上昇した場合には、

当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

   ③災害による影響 

      当社は災害による影響を最小限にとどめるため万全の対策をとっておりますが、自然災害、

事故等の不測の事態が発生した場合には、生産能力の低下や製造コストの増加等により、当

社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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４.【中間財務諸表等】 
(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成16年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  171,402   525,369   404,978   

２．受取手形  1,750,830   1,440,459   1,593,065   

３．売掛金  1,401,277   1,399,954   1,271,714   

４．たな卸資産  412,382   495,032   515,078   

５．繰延税金資産  143,176   142,452   157,493   

６．その他  33,161   34,648   20,379   

貸倒引当金  △2,000   △2,000   △2,000   

流動資産合計   3,910,230 47.8  4,035,916 47.1  3,960,708 47.4 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ＊１          

(1）建物 ＊２ 873,557   992,563   1,020,542   

(2）構築物 ＊２ 172,567   158,745   164,438   

(3）機械装置 ＊２ 1,706,108   1,442,487   1,550,247   

(4）車両運搬具  2,808   1,667   2,070   

(5）工具器具備品 ＊２ 26,045   22,609   24,528   

(6）土地 ＊２ 174,453   174,453   174,453   

(7）建設仮勘定  9,563   7,374   －   

有形固定資産合計  2,965,104   2,799,901   2,936,280   

２．無形固定資産  8,598   6,283   7,424   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,275,449   1,712,428   1,426,397   

(2）その他  18,313   17,964   18,448   

投資その他の資産
合計 

 1,293,763   1,730,393   1,444,845   

固定資産合計   4,267,466 52.2  4,536,579 52.9  4,388,551 52.6 

資産合計   8,177,696 100.0  8,572,495 100.0  8,349,259 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成16年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  1,221,826   1,238,826   1,162,893   

２．買掛金  274,790   253,086   283,208   

３．短期借入金  321,605   －   －   

４．未払金  352,051   332,169   565,572   

５．未払消費税等 ＊３ 32,802   22,665   19,939   

６．未払費用  329,477   335,531   357,879   

７．未払法人税等  266,373   204,329   255,931   

８．設備支払手形  33,211   12,149   15,687   

９．役員賞与引当金  －   13,500   －   

10．その他  6,578   8,003   5,409   

流動負債合計   2,838,717 34.7  2,420,260 28.2  2,666,522 31.9 

Ⅱ 固定負債           

１．繰延税金負債  94,918   258,913   145,121   

２．退職給付引当金  437,352   466,677   452,699   

３．役員退職慰労引当
金 

 122,226   120,213   133,056   

固定負債合計   654,496 8.0  845,804 9.9  730,876 8.8 

負債合計   3,493,214 42.7  3,266,064 38.1  3,397,398 40.7 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   821,070 10.0  821,070 9.6  821,070 9.8 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  734,950  
 
 734,950   734,950   

資本剰余金合計   734,950 9.0  734,950 8.5  734,950 8.8 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  50,000   50,000   50,000   

２．任意積立金  1,149,419   1,149,419   1,149,419   

３．中間（当期）未処
分利益  1,449,732   1,815,851   1,628,691   

利益剰余金合計   2,649,152 32.4  3,015,270 35.2  2,828,110 33.9 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   480,429 5.9  738,190 8.6  569,137 6.8 

Ⅴ 自己株式   △1,119 △0.0  △3,049 △0.0  △1,407 △0.0 

資本合計   4,684,482 57.3  5,306,431 61.9  4,951,860 59.3 

負債資本合計   8,177,696 100.0  8,572,495 100.0  8,349,259 100.0 
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   4,515,295 100.0  4,295,336 100.0  8,543,857 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,276,459 72.6  3,184,376 74.1  6,290,460 73.6 

売上総利益   1,238,836 27.4  1,110,959 25.9  2,253,396 26.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  657,986 14.5  661,458 15.4  1,293,449 15.2 

営業利益   580,850 12.9  449,500 10.5  959,946 11.2 

Ⅳ 営業外収益 ＊１  15,468 0.3  22,040 0.5  19,694 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ＊２  8,153 0.2  4,957 0.1  14,344 0.1 

経常利益   588,164 13.0  466,583 10.9  965,297 11.3 

Ⅵ 特別利益   － －  －   3,487 0.0 

Ⅶ 特別損失   1,946 0.0  748 0.0  9,326 0.1 

税引前中間（当
期）純利益   586,218 13.0  465,835 10.9  959,458 11.2 

法人税、住民税及
び事業税 

 260,811   199,649   444,458   

法人税等調整額  6,647 267,458 5.9 14,050 213,699 5.0 △17,698 426,760 5.0 

中間（当期）純利
益   318,760 7.1  252,135 5.9  532,697 6.2 

前期繰越利益   1,130,972   1,563,715   1,130,972  

中間配当額   －   －   34,978  

中間（当期）未処
分利益   1,449,732   1,815,851   1,628,691  
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③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日）

前事業年度のキャッ
シュ・フロー計算書 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日）

区分 
注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税引前中間（当期）
純利益  586,218 465,835 959,458 

減価償却費  214,672 152,353 431,113 

退職給付引当金の増
減額（減少：△）  △2,242 13,978 13,104 

役員退職慰労引当金
の増減額 
（減少：△） 

 10,830 △12,843 21,660 

役員賞与引当金の増
加額  － 13,500 － 

受取利息及び受取配
当金  △11,672 △14,742 △11,931 

支払利息  3,653 － 5,062 

有形固定資産除売却
損 

 596 620 6,127 

売上債権の増減額
（増加：△） 

 △238,798 24,365 48,530 

たな卸資産の増減額
（増加：△） 

 82,424 20,045 △20,270 

仕入債務の増減額
（減少：△） 

 △6,798 45,810 △57,313 

その他  △48,111 △113,650 17,221 

小計  590,770 595,274 1,412,761 

法人税等の支払額  △212,924 △251,251 △412,168 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー  377,846 344,022 1,000,592 
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前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日）

前事業年度のキャッ
シュ・フロー計算書 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー     

有形固定資産の取得
による支出  △123,053 △193,474 △164,998 

無形固定資産の取得
による支出  － － △204 

投資有価証券の取得
による支出  △4,465 △2,282 △6,487 

投資有価証券の売却
による収入  － － 3,500 

利息及び配当金の受
取額  6,507 8,520 11,931 

その他  － 483 4,144 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △121,012 △186,753 △152,114 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー     

短期借入金の減少額 
（純額）  △243,394 － △565,000 

利息の支払額  △3,549 △45 △4,907 

配当金の支払額  △35,069 △35,189 △69,886 

自己株式の取得によ
る支出  △354 △1,642 △642 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー  △282,367 △36,878 △640,435 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）  △25,533 120,391 208,042 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高  26,935 234,978 26,935 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 1,402 355,369 234,978 

     
 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 その他有価証券 同左 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

 時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

    

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 原材料、貯蔵品 

 移動平均法による原価法 

商品、製品、仕掛品 

（板紙関連品） 

 移動平均法による原価法 

（美粧段ボール関連品） 

 個別法による原価法 

同左 同左 

    

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物     14-38年 

機械装置   ７-15年 

同左 同左 

    

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

同左 同左 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

の見込額に基づき、当中間会計期

間末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

(2）退職給付引当金 

同左 

(2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しておりま

す。 

 (3）役員賞与引当金 

────── 
(3）役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に充てるため、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。 

(3）役員賞与引当金 

────── 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充て

るため、役員退職慰労金支給に関

する内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充て

るため、退職慰労金支給に関する

内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金と随時引き出し可能な

預金からなっております。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 

 消費税等の会計処理 

同左 

 消費税等の会計処理 

同左 

 

－  － 
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会計処理の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

固定資産の減損に係る会計基準 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会平成14

年8月9日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第6号平成15年10

月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありませ

ん。 

 

────── ────── 

────── 役員賞与に関する会計基準 

 役員賞与は、従来、利益処分によ

る利益剰余金の減少として処理して

おりましたが、当中間会計期間から

「役員賞与に関する会計基準」(企

業会計基準第４号平成17年11月29

日）に基づき、発生時に費用処理し

ております。これにより、従来の方

法によった場合に比較して、営業利

益、経常利益および税引前中間純利

益はそれぞれ13百万円減少しており

ます。 

────── 

 

－  － 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度末 
（平成17年5月31日） 

*１.有形固定資産の減価償却累計額 *１.有形固定資産の減価償却累計額 *１.有形固定資産の減価償却累計額 

8,635,225千円 8,912,439千円 8,767,811千円 

*２.担保に供されている資産及びこ

れに対応する債務 

(1）担保に供されている資産 

（千円） 

*２.担保に供されている資産及びこ

れに対応する債務 

(1）担保に供されている資産 

（千円）

*２.担保に供されている資産及びこ

れに対応する債務 

(1）担保に供されている資産 

（千円）
         
建物 873,557

構築物 172,503

機械装置 1,705,835

工具器具備品 25,889

土地 168,196

計 2,945,982
 

建物 992,563

構築物 158,681

機械装置 1,442,214

工具器具備品 22,468

土地 168,196

計 2,784,125
 

建物 1,020,542

構築物 164,375

機械装置 1,549,974

工具器具備品 24,372

土地 168,196

計 2,927,461
 

上記のうち、工場財団設定分(千円) 上記のうち、工場財団設定分(千円) 上記のうち、工場財団設定分(千円) 

建物 842,803

構築物 172,503

機械装置 1,705,835

工具器具備品 25,889

土地 167,725

計 2,914,758
 

建物 964,481

構築物 158,681

機械装置 1,442,214

工具器具備品 22,468

土地 167,725

計 2,755,572
 

建物 991,124

構築物 164,375

機械装置 1,549,974

工具器具備品 24,372

土地 167,725

計 2,897,572
 

(2）上記に対応する債務（千円） (2）上記に対応する債務（千円） (2）上記に対応する債務（千円） 

短期借入金 321,605

計 321,605
 

    ──────
 

 

    ────── 
 

 
*３.消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、未払消費税等とし

て表示しております。 

*３.消費税等の取扱い 

同左 

*３.   ────── 
 

   

 

－  － 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

*１.営業外収益の主要項目（千円） *１.営業外収益の主要項目（千円） *１.営業外収益の主要項目（千円） 

受取利息 22

受取配当金 11,650
 

受取利息 22

受取配当金 14,720
 

受取利息 45

受取配当金 11,886
 

*２.営業外費用の主要項目（千円） *２.   ────── *２.営業外費用の主要項目（千円） 

支払利息 3,653
 

 
 

支払利息 5,062
 

３.減価償却実施額    （千円） ３.減価償却実施額    （千円） ３.減価償却実施額     (千円） 

有形固定資産 212,995

無形固定資産 1,676
 

有形固定資産 151,212

無形固定資産 1,141
 

有形固定資産 428,058

無形固定資産 3,054
 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

平成16年11月30日現在 

 (千円)

現金及び預金勘定 171,402

預入期間が３ヵ月を超
える定期預金 

△170,000

現金及び現金同等物 1,402

 
 

平成17年11月30日現在 

 (千円)

現金及び預金勘定 525,369

預入期間が３ヵ月を超
える定期預金 

△170,000

現金及び現金同等物 355,369
 

平成17年5月31日現在 

 (千円)

現金及び預金勘定 404,978

預入期間が３ヵ月を超
える定期預金 

△170,000

現金及び現金同等物 234,978
 

 

－  － 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

車両運搬具 25,730 7,908 17,822 

合計 25,730 7,908 17,822 
  

  

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

車両運搬具 32,880 15,201 17,678 

合計 32,880 15,201 17,678 
  

  

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

車両運搬具 32,880 11,355 21,524 

合計 32,880 11,355 21,524 
  

   なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定して

おります。 

同左    なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しておりま

す。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 6,098千円

１年超 11,723千円

合計 17,822千円
  

 
１年内 6,883千円

１年超 10,795千円

合計 17,678千円
  

 
１年内 7,691千円

１年超 13,833千円

合計 21,524千円
  

   なお、未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

同左    なお、未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

(3）支払リース料、減価償却費相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額 
  

支払リース料 3,413千円

減価償却費相当額 3,413千円
  

  
支払リース料 3,845千円

減価償却費相当額 3,845千円
  

  
支払リース料 6,860千円

減価償却費相当額 6,860千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

同左 同左 

         
 



－  － 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年11月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 差額（千円） 

株式 459,957 1,266,588 806,630 

合計 459,957 1,266,588 806,630 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買取引を除く） 8,860 

合計 8,860 

 
 

当中間会計期間末（平成17年11月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 差額（千円） 

株式 464,262 1,703,668 1,239,405 

合計 464,262 1,703,668 1,239,405 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買取引を除く） 8,760 

合計 8,760 

 

前事業年度（平成17年5月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 差額（千円） 

株式 461,979 1,417,549 955,569 

合計 461,979 1,417,549 955,569 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買取引を除く） 8,847 

合計 8,847 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成16年11月30日現在） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末（平成17年11月30日現在） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 

前事業年度（平成17年5月31日現在） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間末（平成16年11月30日現在） 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末（平成17年11月30日現在） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（平成17年5月31日現在） 

該当事項はありません。 
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５.生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

（単位 千円） 

前中間会計期間 
自 平成16 年 6 月 1 日 
至 平成16 年11 月30 日 

当中間会計期間 
自 平成17 年 6 月 1 日 
至 平成17 年11 月30 日 

前事業年度 
自 平成16 年6 月 1 日 
至 平成17 年5 月31 日 

期  別 
 
 
品  目 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

  ％  ％  ％ 

板    紙 3,472,757 76.3 3,427,663 78.2 6,858,331 79.4 

美粧段ボール 1,078,303 23.7 953,061 21.8 1,783,820 20.6 

合    計 4,551,061 100.0 4,380,724 100.0 8,642,152 100.0 

(注) 1.板紙については生産数量（自家消費分を含む）に平均販売価格を乗じた金額を、また、美粧段ボールについては販売金

額を記載しております。 

２.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2)受 注 状 況 

 板紙については、顧客が特定しているため需要を予測して見込生産を、また、美粧段ボールは、受

注生産を行っておりますが、いずれの製品も受注から生産・納入に至るまでの期間が短く期末におけ

る受注残高は少ないので、次項に記載する販売実績を受注実績とみなしても大差はありません。 

 

(3)販売実績 

（単位 千円） 

前中間会計期間 
自 平成16 年 6 月 1 日 
至 平成16 年11 月30 日 

当中間会計期間 
自 平成17 年 6 月 1 日 
至 平成17 年11 月30 日 

前事業年度 
自 平成16 年6 月 1 日 
至 平成17 年5 月31 日 

期  別 
 
 
品  目 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

  ％  ％  ％ 

板    紙 3,436,992 76.1 3,342,275 77.8 6,760,036 79.1 

美粧段ボール 1,078,303 23.9 953,061 22.2 1,783,820 20.9 

合    計 4,515,295 100.0 4,295,336 100.0 8,543,857 100.0 

(注) 販売金額には、消費税等は含まれておりません。 
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