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１．平成18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

(1）連結経営成績 　　　　　　　　　　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 18,782 (  3.8) 627  (   2.9) 663 (   8.8)

17年3月期 18,086 (　1.6) 609 (　29.5) 609 (　23.9)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年3月期 465  (27.6) 49 36 －  5.4 3.3 3.5

17年3月期 364 (31.8) 38 04 －  4.8 3.3 3.4

（注）①持分法投資損益 18年3月期 －      百万円 17年3月期 －      百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年3月期 8,894,101株 17年3月期 8,895,329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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 　　　　　　　　　　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨て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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年3月期 21,525 9,278 43.1 1,040 33

17年3月期 18,969 7,842 41.3 878 71

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期 8,893,550株 17年3月期 8,894,850株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨て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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年3月期 924 △690 285 3,022

17年3月期 506 △577 3 2,486

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社数 － 社 持分法適用関連会社数 － 社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） － 社 （除外） － 社 持分法（新規） － 社 （除外） － 社

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 9,800 370 210

通　期 19,500 650 390

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 40円91銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料を参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当企業集団は、昭和パックス株式会社（当社）および子会社５社により構成されており、その主な事業内容は重包装

袋、フィルム製品、コンテナー、その他包装関連製品・商品等の製造・販売ならびにに不動産の賃貸等であります。

　事業内容と当社および関係会社の当該事業にかかる位置づけならびに事業の種類別セグメントとの関係は次のとおり

であります。

区分 主要製品 主要な会社

重包装袋事業
石油化学製品用袋、セメント・窯業用袋、化学

薬品用袋、農産物用袋、肥料用袋、食品用袋等

当社、九州紙工㈱、㈱ネスコ、㈲栃木製袋、

タイ昭和パックス㈱

フィルム製品事業
熱収縮包装用フィルム、パレット包装用フィル

ム、農業用フィルム、二次加工用フィルム等

当社、九州紙工㈱、㈱ネスコ タイ昭和パック

ス㈱

コンテナー事業 フレキシブルコンテナー、バルクコンテナー等
当社、九州紙工㈱、㈱ネスコ　タイ昭和パッ

クス㈱

不動産賃貸事業 貸ビル、貸倉庫 当社

その他事業
包装用原材料、包装用機械、その他関連製品、

ビル管理業、損害保険代理業等
当社、九州紙工㈱、㈱ネスコ、昭友商事㈱

　以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。

　（注）　無印　連結子会社

※１　非連結子会社で持分法非適用会社
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２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社グループは、「常にお客様への感謝の心を持ち、品質保証と物流の革新を通して、社員の成長を求め、社会に

貢献する」を企業理念とし、行動指針として①スピードある実践　②新しい可能性への挑戦　③情報の共有と活用　

④独創的管理システムづくりを掲げております。又当社グループは「お客様の満足」「利益の確保」「株主への還元」

の三つのバランスを取りつつ、同時に充足させることが必要と考え、経営に取り組んでおります。

　当社は、重包装袋等の製造販売会社として、長年の経験と技術開発力を活かし、高品質、高機能で競争力のある製

品を市場に提供するとともに、当社グループは常に時代の要請に敏感な企業集団として、環境の保全に対応した製品

開発活動に積極的に取り組んでおります。　

２．利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして認識しており、安定的な経営基盤の確保と

株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当を継続することを基本としております。

　内部留保金につきましては、財務体質の健全性を維持強化しつつ、設備投資、新規事業、研究開発活動等に活用し

て将来の成長につなげていくことで株主のご期待にお応えしていく所存です。　

　当期の利益配当金につきましては、平成18年6月29日開催の第110期定時株主総会にて、１株につき普通配当5円とす

る提案を予定しております。これにより中間配当5円を加えた年間配当金は１株につき10円となります。

　なお、剰余金の配当に関する方針は従来と特段の変更は予定しておりません。

  ３．投資単価の引下げに関する考え方及び方針等

 　　 当社グループは、当社株式の流動性の向上を重要な課題と認識しております。投資単位の引下げについては、今後　

　　の当社の株価動向を勘案しながら、株主重視の視点を基本として検討していく方針です。

  ４．目標とする経営指標

 　　 経営指標としては、１株あたり当期純利益（EPS）、株主資本利益率（ROE）を重視して経営にあたっております。

　　過去の実績は、EPSが19.44円（平成15年3月期）、28.15円（平成16年3月期）、38.04円（平成17年3月期）、ROEが

　　3.0%（平成15年3月期）、3.9％（平成16年3月期）、4.8％（平成17年3月期）でした。当期は当初EPS45.40円を予想　

　　しておりましたが、それを上回る結果となりました。

５．中期的な経営戦略

　第４次・新三ヶ年経営計画を実行中です。平成18年度（第111期）はその最終年度にあたります。当社の将来の姿、

進むべき方向を「①マーケットを広い視野でとらえ、海外マーケットでの新しい需要の創造を視野に入れる。②成長

性を求め、当社製品の周辺事業および新規事業に積極的に取り組み、投資を行う」こととしております。

６．対処すべき課題

　平成18年度は、日本経済は民需主導の自律回復が続き堅調に推移するものと見込まれるものの、原油価格の高騰や

長期金利の上昇による世界経済の景気減速感が出てくることが危惧されております。当社グループをとりまく経済環

境は、当社の主力製品であるクラフト紙袋の国内での需要の伸びは期待できず、原油高騰による合成樹脂関連資材の

さらなる値上がりも懸念されております。

　このような傾向が続くことが予想される事業環境にあって、当社グループは独自製品による高付加価値のクラフト

紙袋及び中型袋を重点に新規市場、新規用途の開発で増注に努めてまいります。また、フィルム製品及びワンウェイ・

フレコン等の合成樹脂製品の価格修正、製造コストの更なる低減を進めてまいります。

  一方で将来の企業収益に寄与すると期待される事業分野への積極的投資、遊休土地の活用およびM&Aを含めた新規事

業の展開に、昭和パックスのグループ企業が一体となって挑戦し、連結業績の飛躍を目指してまいります。

  ７．親会社等に関する事項

 　 　該当ありません。

 

  ８．内部管理体制の整備・運用状況

 　　内容についてはコーポレートガバナンス報告書に記載しております。

 

－ 3 －



  ９．その他、会社の経営上の重要事項

 　　 該当ありません。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の一段の高騰があったものの、企業の構造調整の進展にともなう

企業収益の改善が民間設備投資並びに個人消費の伸びにつながり、加えて米国およびアジア地域の景気回復を背景と

した輸出の拡大も寄与し、景気は堅調に推移しました。日銀も、今年3月には2001年以来続けてきた量的緩和政策の解

除を行いました。

　日本経済が堅調に推移したなかで、当社および子会社の九州紙工㈱の主力事業分野である重包装袋部門は、前年の

米の不作により減少した米袋の需要回復がありましたが、クラフト紙袋の国内需要は伸び悩み、業界全体の出荷数量

は前年に対し99.7％と微減となりました。前期に対する用途別の国内出荷数量は、米袋、農水産物およびその他食品

用途向けで大きく増加しましたが、ゴミ袋が大きく減少し、合成樹脂、セメント、石灰、製粉、その他鉱産物、化学

薬品の各用途向けで減少しました。

　子会社のタイ昭和パックス㈱の市場であるＡＳＥＡＮ地域では好調な景気を背景に、クラフト紙袋の需要の増加が

続きました。

　フィルム製品分野は、原材料のポリエチレン樹脂の価格が原油価格の高騰にともなうナフサ価格の急騰で値上りを

続けました。国内の産業用フィルムの需要はわずかな減少にとどまりましたが、農業用フィルムの需要は前期の台風

被害による張替え需要の反動、更にはポリエチレン樹脂の高騰にともなうフィルム製品価格の値上がりに対する節約

の動きも加わり、需要期に入った8月後半より大きく受注が落ち込みました。国内出荷数量は前期に対し約2％の減少

となりました。

　コンテナー分野では、当社製品のワンウエイ・フレコンは輸入品の増加に加えて、原材料のポリプロピレン樹脂の

値上りもあり厳しい事業環境が続きました。

　このように当社グループを取り巻く事業環境は、日本および世界経済が堅調に推移するなかで、主力製品であるク

ラフト紙袋の需要が国内では伸び悩み、またフィルム製品およびコンテナー分野については、原材料である合成樹脂

の大幅な値上りが続き厳しさを増しました。

　当社グループは徹底したコストの低減及び無駄の排除に努めるとともに、独自製品による付加価値の高い製品の拡

販を進めてまいりました。また子会社の㈱ネスコを中心に関連商品の販売を積極的に推進してまいりました。

　その結果、当連結会計年度の業績は、売上高が18,782百万円で前期に対し3.8％の増収、経常利益が663百万円で

8.8％の増益となりました。

　当社単独の売上高は15,587百万円で前期に対して2.4％の増収、経常利益は538百万円で5.4％の増益、当期純利益

は368百万円で23.8％の大幅な増益となりました。

　連結子会社であるタイ昭和パックス㈱、九州紙工㈱および㈱ネスコも経常利益は前期に対し増益となりました。

　部門別概況は次のとおりです。

 ○重包装袋部門

　重包装袋部門の主力製品であるクラフト紙袋は、国内需要が微減で推移するなかで、当社グループは高付加価値の

独自製品による新規需要開発およびユーザー・ニーズに対するきめ細かな営業活動に努めた結果、当社は前期の売上

数量を確保することができました。米袋および合成樹脂用袋は受注を大きく伸ばし、塩、砂糖・甘味、農水産物の各

用途向けでは前期より増加しましたが、ゴミ袋が大きく減少し、製粉、飼料、化学薬品、その他鉱産物、プラスター

及びセメントの各用途向けでも減少しました。

　タイ昭和パックス㈱はアジア地域向けに合成樹脂用袋および化学薬品用袋を大きく伸ばすことができました。

　当部門の連結売上高は11,442百万円で前期に対し  3.2％の増収となりました。

　当社単独の売上高は9,435百万円で前期に対して2.6％の増収となりました。当部門の内、クラフト紙袋の売上数量

は前期実績を達成しましたが、ポリエチレン重袋および中型袋の売上数量は微減となりました。

 ○フィルム製品部門

　当部門は、国内の需要が落ち込む中で子会社の㈱ネスコによる拡販増注が寄与し、グループ全体では売上高が4,116

百万円で、前期に対し2.3％の増収となりました。

　産業用フィルムでは、当社製品のストレッチフィルム、高級ポリエチレンフィルムおよびポリスチレンフィルムは

大幅に受注が減少しましたが、子会社の㈱ネスコによる拡販増注により、売上高は前期に対し11.4％の増収となりま

した。

　農業用フィルムの売上数量は、前期末の製品価格値上げ前の駆け込み受注の反動、ポリエチレン樹脂の高騰にとも

なうフィルム製品価格の値上がりに対する節約ムード、更には昨年の台風被害による張替え需要の反動も加わり大き

く減少しました。売上高は前期に対し10.2％の減収となりました。
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 ○コンテナー部門

　当部門のグループ全体の売上高は1,472百万円と前期に対し18.9%の増収となりました。

　当社の開発製品である大型コンテナーバッグ(バルコン)は既存ユーザーで物流の合理化を背景とした需要の増加に

より、売上高は前期に対し12.2％増収、売上数量は6.0％の増加となりました。

２．財政状態

　キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益728

百万円等により、前連結会計年度末に比べ536百万円増加し、3,022百万円(前連結会計年度比21.6%増)となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フロー等の状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動の結果得られた資金は924百万円となり、前連結会計年度に比べ418百万円(同82.6%増)増加となりました。

この主な増加要因は、売上債権の減少によるキャッシュ・フローの改善437百万円、税金等調整前当期純利益の増加

額124百万円等であり、主な減少要因は、仕入債務の減少によるキャッシュ・フローの悪化337百万円、貸倒引当金の

減少による73百万円等によるものであります。

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果使用した資金は690百万円となり、前連結会計年度に比べ112百万円(同19.5%増)増加となりました。

この主な増加要因は、タイ昭和パックス㈱の製袋機の増設並びに新規事業であるバルコンおよびフィルム製品事業へ

の投資等有形固定資産の取得による支出の増加371百万円等によるものであります。

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果得られた資金は285百万円となり、前連結会計年度に比べ282百万円増加となりました。この主な増

加要因は、短期借入金の増加307百万円等によるものであります。

 

３．事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

ます。

　当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方

針でありますが、当社株式に関する投資判断は、以下の特別記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討したうえ

で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスク全てを網羅するも

のではありませんので、ご留意ください。なお、将来に関する事項の判断時点は期末日現在であります。

 ○ 為替変動の影響について

　当社グループの事業、業績および財務状況は、為替相場の変動によって影響を受けます。タイ昭和パックスにおけ

る売上、費用、資産を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表の作成のために円換算されております。換算時の為

替レートにより、これらの項目は元の現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受

ける可能性があります。また、為替動向は外貨建てで取引されている製品価格および売上高にも影響を与える可能性

があります。

 ○ 原材料の市況変動の影響について

　当社のフィルム事業部門では主にレジン（ポリエチレン・ポリスチレン樹脂）を原材料として使用しております。

今後、さらに原材料価格が上昇した場合には当社の業績に影響を及ぼすことも危惧されます。

 ○ 法的規制変更について

　当社グループが事業を展開する国および地域において、当社グループは、予想外の規制の変更、法令の適用および

行政の運用における不透明性ならびに法的責任にかかる不透明性に関連する多様なリスクにさらされています。当社

グループが事業を展開する国および地域における規制または法令の重要な変更は、当社グループの事業、業績および

財務状況に悪影響を与える可能性があります。

　また、当社グループの事業は、大気汚染、水質汚濁、有害物質の使用および取扱い、廃棄物処理、製品リサイクル、

ならびに土壌、地下水汚染を規制する様々な環境法令の適用を受けております。過去、現在および将来の製造に関し、

当社グループは環境責任のリスクを抱えております。将来、環境に関する規制がより厳しくなり、有害物質等を除去

する義務がさらに追加された場合には、これにかかる費用が当社グループの事業、業績および財務状況に悪影響を与

える可能性があります。
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４．次期の見通し

　次期につきましては、日本経済は民需主導の自律回復が続き堅調に推移するものと見込まれるものの、原油価格の

高騰や長期金利の上昇による世界経済の景気減速感が出てくることが危惧されております。

　当社グループを取り巻く経営環境は、当社の主力製品であるクラフト紙袋の国内での需要の伸びが期待できず、原

油高騰による合成樹脂関連資材の更なる値上りも懸念されております。当社の独自製品による高付加価値のクラフト

紙袋及び中型袋を重点に、新規市場・新規用途の開発で増注に努めてまいります。またフィルム製品およびワンウエ

イ・フレコン等の合成樹脂製品の価格修正、製造コストの更なる低減を進めてまいります。一方で将来の企業収益に

寄与すると期待される事業分野への積極的投資、遊休土地の活用およびＭ＆Ａを含めた新規事業の展開に、昭和パッ

クスのグループ企業が一体となって挑戦し、連結業績の飛躍を目指してまいります。

　当社グループの次期の売上高は19,500百万円(伸長率3.8%)、経常利益は650百万円(伸長率△2.0%)、当期純利益は

390百万円(伸長率△16.1%)を見込んでおります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ※2 2,500,440 3,037,033 536,593

２．受取手形及び売掛金 6,047,457 5,825,894 △221,563

３．たな卸資産 1,910,812 2,029,264 118,452

４．繰延税金資産 173,812 172,838 △974

５．その他 235,726 192,422 △43,303

貸倒引当金 △25,835 △23,415 2,419

流動資産合計 10,842,413 57.2 11,234,037 52.2 391,623

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 ※2 5,192,903 5,449,891  

減価償却累計額 3,188,098 2,004,804 3,336,643 2,113,248 108,443

(2）機械装置及び運搬具  6,192,673 6,412,490  

減価償却累計額 5,138,053 1,054,619 5,337,043 1,075,446 20,827

(3）土地 ※2 783,375 786,002 2,627

(4）建設仮勘定 15,131 252,178 237,047

(5）その他 455,191 482,551  

減価償却累計額 382,587 72,603 406,125 76,426 3,822

有形固定資産合計 3,930,534 20.7 4,303,302 20.0 372,768

２．無形固定資産  

(1）ソフトウェア 157,924 150,119 △7,804

(2）電話加入権 9,378 9,378 －

(3）その他  － － －

無形固定資産合計 167,302 0.9 159,498 0.7 △7,804

－ 8 －



前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※1,2 3,755,277 5,512,114 1,756,837

(2）繰延税金資産 4,608 4,618 10

(3）その他 ※1 343,281 359,718 16,436

貸倒引当金 △73,456 △48,155 25,301

投資その他の資産合計 4,029,710 21.2 5,828,296 27.1 1,798,585

固定資産合計 8,127,547 42.8 10,291,096 47.8 2,163,548

資産合計 18,969,961 100.0 21,525,134 100.0 2,555,172

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 ※2 4,492,785 4,433,151 △59,634

２．短期借入金 ※2 2,847,729 3,258,327 410,597

３．未払法人税等 139,500 165,878 26,377

４．賞与引当金 312,566 318,710 6,144

５．設備支払手形 8,019 4,092 △3,926

６．その他 ※3 594,300 595,947 1,647

流動負債合計 8,394,902 44.3 8,776,107 40.8 381,205

Ⅱ　固定負債  

１．社債  600,000 600,000 －

２．長期借入金 ※2 240,000 230,000 △10,000

３．繰延税金負債 914,839 1,616,378 701,539

４．退職給付引当金 467,674 393,662 △74,011

５．役員退職慰労引当金 240,277 276,205 35,927

６．長期預り保証金 160,069 226,975 66,906

固定負債合計 2,622,860 13.8 3,343,222 15.5 720,361

負債合計 11,017,763 58.1 12,119,329 56.3 1,101,566

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 110,009 0.6 127,356 0.6 17,347
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※6 640,500 3.4 640,500 3.0 －

Ⅱ　資本剰余金 289,846 1.5 289,846 1.3 －

Ⅲ　利益剰余金 5,760,677 30.4 6,119,603 28.4 358,925

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

1,188,246 6.2 2,240,817 10.4 1,052,570

Ⅴ　為替換算調整勘定 △34,846 △0.2 △9,287 △0.0 25,558

Ⅵ　自己株式 ※7 △2,234 △0.0 △3,031 △0.0 △796

資本合計 7,842,189 41.3 9,278,447 43.1 1,436,258

負債、少数株主持分及び
資本合計

18,969,961 100.0 21,525,134 100.0 2,555,172
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記番
号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 18,086,825 100.0 18,782,166 100.0 695,341

Ⅱ　売上原価 ※3 14,982,945 82.8 15,608,063 83.1 625,118

売上総利益 3,103,879 17.2 3,174,103 16.9 70,223

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,3 2,494,395 13.8 2,546,858 13.6 52,462

営業利益 609,484 3.4 627,244 3.3 17,760

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 808 1,786  

２．受取配当金 41,155 48,101  

３．為替差益 － 15,222  

４．その他 23,480 65,444 0.4 41,304 106,414 0.6 40,970

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 45,526 60,407  

２．社債発行費償却 11,835 －  

３．その他 7,685 65,047 0.4 9,817 70,224 0.4 5,176

経常利益 609,880 3.4 663,434 3.5 53,554

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入益 9,566 9,496  

２．固定資産売却益 － 36  

３．投資有価証券売却益 － 70,023  

４．退職給付信託設定益 － 5,914  

５．保険差益 44 9,611 0.0 － 85,470 0.5 75,858

Ⅶ　特別損失  

１．減損損失 ※4 － 7,110  

２．固定資産除却損 ※2 7,910 8,602  

３．ゴルフ会員権売却損 － 4,326  

４．貸倒損失 5,542 －  

５．ゴルフ会員権評価損 1,900 15,352 0.1 36 20,075 0.1 4,722

税金等調整前当期純利益 604,140 3.3 728,830 3.9 124,690

法人税、住民税及び事業
税

231,600 259,659  

法人税等調整額 △5,727 225,872 1.2 △13,952 245,707 1.4 19,835

少数株主利益（控除） 13,699 0.1 17,947 0.1 4,248

当期純利益 364,569 2.0 465,175 2.5 100,606
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 289,846 289,846 －

Ⅱ　資本剰余金期末残高 289,846 289,846 －

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,493,475 5,760,677 267,202

Ⅱ　利益剰余金増加高  

１．当期純利益 364,569 364,569 465,175 465,175 100,606

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．配当金 71,166 80,049  

２．役員賞与 26,200 97,366 26,200 106,249 8,883

Ⅳ　利益剰余金期末残高 5,760,677 6,119,603 358,925
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利益 604,140 728,830

減価償却費 424,065 426,756

減損損失 － 7,110

連結調整勘定の償却額 2,336 －

長期前払費用の償却額 3,145 3,396

貸倒引当金の減少額 △101,343 △27,720

賞与引当金の増減額 △7,698 6,144

退職給付引当金の減少額 △38,028 △74,011

役員退職慰労引当金の増
加額

13,225 35,927

受取利息及び受取配当金 △41,963 △49,887

支払利息 45,526 60,407

為替差益 △193 △1,703

投資有価証券売却益 － △70,023

固定資産売却益 － △36

固定資産除却損 7,910 8,602

ゴルフ会員権売却損 － 4,326

ゴルフ会員権評価損 1,900 36

売上債権の増減額 △204,718 232,900

たな卸資産の増加額 △222,611 △100,885

仕入債務の増減額 272,320 △64,825

役員賞与の支払額 △21,737 △23,286

その他 9,418 67,092

小計 745,693 1,169,149

利息及び配当金の受取額 41,954 49,943

利息の支払額 △47,574 △61,123

法人税等の支払額 △233,654 △233,282

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

506,419 924,687
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の預け入れによ
る支出

△14,430 －

有形固定資産の売却によ
る収入

－ 1,000

有形固定資産の取得によ
る支出

△369,610 △741,304

無形固定資産の取得によ
る支出

△175,471 △31,660

投資有価証券の取得によ
る支出

△18,097 △18,930

投資有価証券の売却によ
る収入

－ 100,152

ゴルフ会員権の売却によ
る収入

－ 374

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△577,609 △690,368

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純増額 71,105 378,557

長期借入金の返済による
支出

△10,000 △10,000

社債の発行による収入
 

600,000 －

社債の償還による支出
 

△600,000 －

少数株主への株式の発行
による収入
 

16,020 －

親会社による配当金の支
払額

△71,379 △80,264

少数株主への配当金の支
払額

△1,260 △1,620

自己株式の取得による支
出

△699 △796

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

3,786 285,876

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

4,073 16,397

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

△63,330 536,593

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

2,549,341 2,486,010

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

2,486,010 3,022,603
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　３社

連結子会社の名称

九州紙工㈱

㈱ネスコ

タイ昭和パックス㈱

(1）連結子会社の数　　　同左

連結子会社の名称

同左

(2）主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社名

昭友商事㈱

㈲栃木製袋

(2）主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社名

同左

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金等（持分に見合

う額）のそれぞれの合計額は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社数　0社 (1）持分法適用の関連会社数　同左

(2）持分法を適用していない非連結子会社

非連結子会社名

昭友商事㈱

㈲栃木製袋

(2）持分法を適用していない非連結子会社

非連結子会社名

同左

（持分法を適用しない理由）

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範囲から除

外しております。

（持分法を適用しない理由）

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうちタイ昭和パックス㈱の決

算日は、12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、同決算

日現在の財務諸表を使用しております。た

だし、１月１日から連結決算日３月31日ま

での期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

上記以外の連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準および評価方法

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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）を採用しておりま

す。

(1）重要な資産の評価基準および評価方法

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

時価のないもの移動平均法による

原価法によっております。同左

 

時価のないもの

同左

ロ．たな卸資産

主として総平均法による原価法　　

　によっております。

ロ．たな卸資産

同左

(2）固定資産の減価償却の方法

イ．連結財務諸表提出会社および国内　

連結子会社

（有形固定資産）　　　　　　

定率法によっております。　　　

ただし取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、3年間で均等

償却する方法を採用しております。

　　　　　　　　

平成10年4月1日以降に取得した建物

（建物付属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は建物50年、構

築物15年、機械装置８年及び10年で

あります。　　　　　　　　　　

（無形固定資産）

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)に基づいており

ます。

(2）固定資産の減価償却の方法

イ．連結財務諸表提出会社および国内連

結子会社

（有形固定資産）　　　　　　

定率法によっております。　　　

ただし取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、3年間で均等

償却する方法を採用しております。

　　　　　　　　

平成10年4月1日以降に取得した建物

（建物付属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は建物50年、構

築物15年、機械装置８年及び10年で

あります。　　　　　　　　　　

（無形固定資産）

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)に基づいており

ます。

ロ．在外連結子会社

　　　所在地国の会計基準の規定に基づく

定額法によっております。

ロ．在外連結子会社

　　　所在地国の会計基準の規定に基づく

定額法によっております。

 (3) 繰延資産の処理方法　

社債発行費用を支出時に全額費用とし

ております。

(4）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

債権の貸倒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。

 (3) 

　　　　　　 －

 

(4）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

ロ．賞与引当金

連結財務諸表提出会社及び国内連結

子会社は、従業員の賞与の支給にあ

てるため、支給見込額基準により計

上しております。

ロ．賞与引当金

同左

ハ．退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当連結会計年度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。国内連結子会社（1社）は、中

小企業退職金共済制度の採用を廃止

し、退職金制度を採用しておりませ

んので、退職給付引当金を計上して

おりません。

また、数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額

をそれぞれの発生時の翌連結会計年

度から費用処理することとしており

ます。

また、連結財務諸表提出会社は執行

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

ハ．退職給付引当金

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ．役員退職慰労引当金

連結財務諸表提出会社および国内連

結子会社は役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

ニ．役員退職慰労引当金

同左

(5) 外貨建ての資産又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債並び

に収益及び費用は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は

少数株主持分及び資本の部における為

替換算調整勘定に含めております。

(5) 外貨建ての資産又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(6）重要な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。

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(7）消費税等の会計処理の方法

税抜方式を採用しております。

(7）消費税等の会計処理の方法

同左

  

  

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は全

面時価評価法によっております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定の償却については５年間の均

等償却を行っております。ただし、金額が

僅少の場合は、発生した期の損益として処

理しております。

－

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について連結会計年度中に確定した利益処

分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資、及び預入日より３ヶ月以内

に満期の到来する定期預金からなっており

ます。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ──────  (固定資産の減損に係る会計基準)

　当連結会計期間より、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。これにより税金

等調整前当期純利益は7,110千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財

務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。　
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  ──────

 

　前連結会計年度において「為替差益」は営業外収益「そ

の他」にふくめて表示しておりましたが、金額に主要性が

増したため、当連結会計年度より、独立掲記しております。

なお、前連結会計年度の営業外収益「その他」に含まれる

「為替差益」は165千円です。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 ※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式）      30,000千円

その他（出資金）      4,600千円

投資有価証券（株式）      30,000千円

その他（出資金）      4,600千円

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産

 

    下記の資産は買掛金 210,294千円、短期借入金

10,000千円、長期借入金 240,000千円に対する担

保として差し入れております。

　　下記の資産は買掛金 217,919千円、短期借入金

10,000千円、長期借入金 230,0000千円に対する

担保として差し入れております。

建物及び構築物 36,289千円

土地 268,851千円

投資有価証券 277,521千円

定期預金   15,053千円

建物及び構築物 36,514千円

土地 268,851千円

投資有価証券 616,280千円

定期預金 14,430千円

※３．消費税等の会計処理

未払消費税等は流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

※３．消費税等の会計処理

同左

　４．偶発債務

下記のとおり、従業員の持家融資に伴う銀行借入に

対し保証予約を行っております。

　４．偶発債務

下記のとおり、従業員の持家融資に伴う銀行借入に

対し保証予約を行っております。

保証予約金額

従業員（6名）      43,771千円

保証予約金額

従業員（5名） 40,428千円

　５．受取手形割引高および裏書譲渡高 　５．受取手形割引高および裏書譲渡高

受取手形割引高     －千円

受取手形裏書譲渡高  64,280千円

受取手形割引高 　108,402千円

受取手形裏書譲渡高 　115,528千円

※６．当社の発行済株式総数は、普通株式8,900,000株で

あります。

※６．同左

※７．当社の保有する自己株式の数は、普通株 5,150 株

であります。

※７．当社の保有する自己株式の数は、普通株6,450株で

あります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち、主な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主な費目及び金額は

次のとおりであります。

発送運賃 619,614千円

給料手当 699,971

退職給付費用 53,417

役員退職慰労引当金繰入額 25,156

賞与引当金繰入額 107,316

貸倒引当金繰入額 7,425

発送運賃 603,081千円

給料手当 741194

退職給付費用 29,763

役員退職慰労引当金繰入額 41,330

賞与引当金繰入額 108,778

貸倒引当金繰入額 870

  

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 1,718千円

機械装置及び運搬具      5,610

その他 581

計 7,910

建物及び構築物 4,110千円

機械装置及び運搬具 34,780

その他 2,057

計     8,602

※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

      189,139千円

※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

209,852千円

 － ※４．減損損失

　当社は、事業用資産については、管理会計上の区分

を基準として工場別に、賃貸用資産及び遊休資産につ

いては個別物件毎にグルーピングしております。

　当事業年度において以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

　　　　　　用　途　　遊休地

　　　　　　場　所　　群馬県吾妻郡

　　　　　　種　類　　土地

　　　　　　減損損失　7,110千円

　当該資産グループについて、地価が著しく下落した

ため、帳簿価格を回収可能価格まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上しております。資

産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、土地については不動産鑑定士による鑑定評

価額により評価しております。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成17年3月31日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成18年3月31日現在）

現金及び預金勘定

預入期間から３ヶ月を超える定期預

金

　2,500,440千円

△14,430千円

現金及び現金同等物 2,486,010千円

現金及び預金勘定

預入期間から３ヶ月を超える定期預

金

　3,037,033千円

　△14,430千円

現金及び現金同等物   3,022,603千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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（借主側）

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

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（借主側）

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）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

94,740 18,950 75,789

その他(工具器
具備品)

24,342 17,438 6,903

ソフトウェア 46,839 18,250 28,588

合計 165,921 54,640 111,281

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）

機械装置及び
運搬具

122,074 35,660 86,414

その他(工具器
具備品)

11,296 6,886 4,410

ソフトウェア 46,839 27,618 19,220

合計 180,210 70,165 110,044

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産等の期末残高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。

（注）　　　　　　　　 同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内       25,593千円

１年超       85,687千円

合計       111,281千円

１年内  27,715千円

１年超   82,329千円

合計 110,044千円

（注）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等の期末残高に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

（注）　　　　　　　　 同左

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料       25,685千円

減価償却費相当額       25,685千円

支払リース料     28,007千円

減価償却費相当額   28,007千円

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。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前連結会計年度（平成１７年３月３１日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額

（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

株式 1,093,982 3,091,035 1,997,053

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

株式 － － －

合計 1,093,982 3,091,035 1,997,053

 

２．時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 634,242

当連結会計年度（平成１８年３月３１日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額

（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

株式 1,111,794 4,877,873 3,766,079

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

株式 － － －

合計 1,111,794 4,877,873 3,766,079

 

２．時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 604,242

③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　当社グループ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。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社グループ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。
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④　退職給付

１．適用している退職給付制度の概要

　連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社（１社）は確定給付型の制度として、退職金規程に基づく社内積

立の一時金のほか、適格退職年金制度に加入しております。また、連結財務諸表提出会社は退職給付信託を設

定しております。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務の額

(2）年金資産の額

(3）未積立退職給付債務(1)+(2)

(4）未認識数理計算上の差異

(5）連結貸借対照表計上額純額(3)+(4)

(6）前払年金費用

(7）退職給付引当金(5)-(6)

△1,953,628千円

1,579,324

△374,304

△51,516

△425,821

21,152

△446,973

上記には執行役員

に対する退職給付

引当金20,701千円

は含まれておりま

せん。

△1,787,197千円

2,550,712

763,515

△1,095,231

△331,715

38,898

△370,613

上記には執行役員

に対する退職給付

引当金23,050千円

は含まれておりま

せん。

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

(1）勤務費用の額

(2）利息費用の額

(3）期待運用収益

(4）数理計算上の差異の費用処理額

(5）退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)

97,262千円

29,386

△13,372

12,805

126,081

89,076千円

27,508

△15,335

12,013

113,262

４．連結財務諸表提出会社の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1）割引率（期首） 1.5% 1.5%

(2）割引率（期末） 1.5 1.5

(3）期待運用収益率 1.5 1.5

(4）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(5）数理計算上の差異の処理年数 10年 10年

（各連結会計年度の発生時

の翌連結会計年度より費用

処理することとしておりま

す）

同左

　なお、国内連結子会社（１社）は、簡便法を採用しております。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

前連結会計年度

(平成17年３月31日現在)

繰延税金資産（流動資産）

未払事業税 7,632千円

賞与引当金限度超過額 126,795

貸倒引当金限度超過額 16,833

その他 27,826

小計 179,087

評価性引当額 △5,275

繰延税金資産計 173,812

繰延税金資産（固定資産）

退職給付引当金限度超過額 19,513千円

役員退職慰労引当金限度超過額 6,476

その他 5,370

小計 31,361

評価性引当額 △26,753

繰延税金資産計 4,608

繰延税金負債（固定負債）

固定資産課税対象簿価圧縮額 424,713千円

その他有価証券評価差額金 808,806

退職給付引当金限度超過額 △216,851

役員退職慰労引当金限度超過額 △99,299

その他 △41,415

小計 875,953

評価性引当額 38,886

繰延税金負債計 914,839

繰延税金負債の純額 736,419

当連結会計年度

(平成18年３月31日現在)

繰延税金資産（流動資産）

未払事業税 13,157千円

賞与引当金限度超過額 129,282

貸倒引当金限度超過額 14,311

その他 21,117

小計 177,868

評価性引当額 △5,030

繰延税金資産計 172,838

繰延税金資産（固定資産）

退職給付引当金限度超過額 25,216千円

役員退職慰労引当金限度超過額 4,940

その他 4,736

小計 34,894

評価性引当額 △30,275

繰延税金資産計 4,618

繰延税金負債（固定負債）

固定資産課税対象簿価圧縮額 399,480千円

その他有価証券評価差額金 1,525,262

退職給付引当金限度超過額 △190,641

役員退職慰労引当金限度超過額 △116,358

その他 △18,117

小計 1,599,626

評価性引当額 16,752

繰延税金負債計 1,616,378

繰延税金負債の純額 1,611,760
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった重要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった重要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.5

（調整）

交際費の損金不算入額に対する税

額
3.8

受取配当等益金不算入額に対する

税額
△1.7

住民税均等割 1.0

納税を免除されている海外子会社

の法人税相当額
△6.0

ＩＴ投資促進税制特別控除 △3.2

その他 3.0

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
37.4

（単位：％）

法定実効税率 40.5

（調整）

交際費の損金不算入額に対する税

額
3.2

受取配当等益金不算入額に対する

税額
△1.2

住民税均等割 0.7

納税を免除されている海外子会社

の法人税相当額
△5.0

評価性引当額(ゴルフ会員権) △3.0

その他 △1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
33.7
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

重包装袋
事業
（千円）

フィルム
製品事業
（千円）

コンテ
ナー事業
(千円)

不動産賃貸
事業
(千円)

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
(千円)

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 11,083,381 4,024,902 1,238,447 236,440 1,503,653 18,086,825 － 18,086,825

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － 1,394 277,481 278,875 (278,875) －

計 11,083,381 4,024,902 1,238,447 237,834 1,781,134 18,365,700 (278,875) 18,086,825

営業費用 10,555,132 3,849,940 1,206,467 121,843 1,706,283 17,439,667 37,673 17,477,341

営業利益 528,248 174,961 31,980 115,991 74,851 926,033 (316,549) 609,484

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

資産 8,034,179 2,859,864 744,568 1,012,497 959,038 13,610,147 5,359,813 18,969,961

減価償却費 253,879 66,277 7,382 64,771 6,194 398,505 25,559 424,065

資本的支出 308,606 65,474 12,230 － 11,866 398,178 113,477 511,656

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

重包装袋
事業
（千円）

フィルム
製品事業
（千円）

コンテ
ナー事業
(千円)

不動産賃貸
事業
(千円)

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
(千円)

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 11,442,057 4,116,316 1,472,201 252,532 1,499,059 18,782,166 － 18,782,166

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － 1,394 255,132 256,527 (256,527) －

計 11,442,057 4,116,316 1,472,201 253,926 1,754,192 19,038,693 (256,527) 18,782,166

営業費用 10,880,528 3,945,327 1,418,375 141,843 1,674,296 18,060,370 94,551 18,154,922

営業利益 561,528 170,989 53,826 112,083 79,896 978,323 (351,078) 627,244

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

資産 9,374,768 2,960,751 998,384 1,095,496 957,878 15,387,280 6,137,853 21,525,134

減価償却費 250,053 62,078 14,382 62,065 1,593 390,172 36,583 426,756

資本的支出 625,882 30,713 8,605 104,398 6,634 776,233 － 776,233
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　（注）１．事業区分は内部管理上の売上集計区分によっております。

２．各事業区分の主な製品等は次のとおりであります。

重包装袋事業…………石油化学製品用袋、セメント・窯業用袋、化学薬品用袋、農産物用袋、肥料用袋、

食品用袋他

フィルム製品事業……熱収縮包装用フィルム、パレット包装用フイルム、農業用フィルム、二次加工用フィ

ルム他

コンテナー事業………フレキシブルコンテナー、バルクコンテナー他

不動産賃貸事業………貸ビル、貸倉庫

その他事業……………包装用原材料、包装用機械、その他関連製品、ビル管理業、損害保険代理業他

３．前連結会計年度および当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費

用の金額は前連結会計年度316,549千円、当連結会計年度351,078千円であり、その主なものは総務人事部、

経理部等管理部門に係る費用であります。

４．前連結会計年度および当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前

連結会計年度5,359,813千円、当連結会計年度6,137,853千円であり、その主なものは、提出会社での余資運

用資金（現預金および有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額が、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額が、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　連結売上高に占める「海外売上高」の割合が10％未満のため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　連結売上高に占める「海外売上高」の割合が10％未満のため、記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要株主 ㈱岡本
東京都

中央区
1,342,000

包装資材、

印刷製本資

材の販売

直接 

18.8％
兼任2名

原材料

の仕入

営業

取引

原材料

仕入
646,939 買掛金 309,000

　（注）１．上記金額のうち取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針については一般取引条件と同様に決定しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要株主

新生紙

パルプ

商事㈱

東京都

中央区
3,228,000

包装資材、

印刷製本資

材の販売

直接 

18.8％
兼任2名

原材料

の仕入

営業

取引

原材料

仕入
1,008,340 買掛金 267,789

　（注）１．上記金額のうち取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針については一般取引条件と同様に決定しております。

３．旧㈱岡本は平成17年10月１日、旧大倉三幸㈱と合併し、新生紙パルプ商事㈱となりました。上記取引金額に

は、旧㈱岡本との取引が含まれております。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 878円 71銭

１株当たり当期純利益 38円 04銭

１株当たり純資産額 1,040円 33銭

１株当たり当期純利益 49円 36銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当期純利益（千円） 364,569 465,175

普通株主に帰属しない金額（千円） 26,200 26,200

（うち役員賞与） (26,200) (26,200)

普通株式に係る当期純利益（千円） 338,369 438,975

期中平均株式数（株） 8,895,329 8,894,101

（重要な後発事象）

　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：未満切捨）

部門

前連結会計年度
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額 構成比 金額 構成比

重包装袋 9,576,792 72.6％ 9,884,713 74.1％

フィルム製品 2,987,749 22.7％ 2,833,270 21.2％

コンテナー 623,632 4.7％ 615,804 4.6％

計 13,188,174 100.0％ 13,333,788 100.0％

　（注）１．製造品目が多岐にわたり、数量表示が困難なため数量の記載を省略しております。

２．生産金額は販売価格により記載しております。

(2）仕入実績 （単位千円：未満切捨）

部門

前連結会計年度
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額 構成比 金額 構成比

重包装袋 1,068,867 26.5％ 1,143,777 21.5％

フィルム製品 1,193,237 29.5％ 1,792,984 33.8％

コンテナー 611,142 15.1％ 741,130 14.0％

その他 1,169,396 28.9％ 1,630,949 30.7％

計 4,042,644 100.0％ 5,308,841 100.0％

　（注）１．仕入金額は仕入価格により記載しております。

(3）受注実績 （単位千円：未満切捨）

部門

前連結会計年度
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額 構成比 金額 構成比

重包装袋 11,151,762 67.9％ 11,591,653 67.5％

フィルム製品 4,071,071 24.8％ 4,126,664 24.0％

コンテナー 1,198,581 7.3％ 1,451,378 8.5％

計 16,421,415 100.0％ 17,169,696 100.0％

　（注）１．製造品目が多岐にわたり、数量表示が困難なため数量の記載を省略しております。

２．受注金額は販売価格により記載しております。
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(4）受注残高 （単位千円：未満切捨）

部門

前連結会計年度
平成17年３月31日現在

当連結会計年度
平成18年３月31日現在

金額 構成比 金額 構成比

重包装袋 570,031 78.2％ 681,603 82.2％

フィルム製品 100,876 13.9％ 111,224 13.4％

コンテナー 57,677 7.9％ 36,854 4.4％

計 728,585 100.0％ 829,683 100.0％

　（注）１．製造品目が多岐にわたり、数量表示が困難なため数量の記載を省略しております。

２．受注残高は販売価格により記載しております。

(5）販売実績 （単位千円：未満切捨）

部門

前連結会計年度
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額 構成比 金額 構成比

重包装袋 11,083,381 61.3％ 11,442,057 60.9％

フィルム製品 4,024,902 22.3％ 4,116,316 21.9％

コンテナー 1,238,447 6.8％ 1,472,201 7.8％

賃貸料収入 236,440 1.3％ 252,532 1.3％

その他 1,503,653 8.3％ 1,499,060 8.0％

計 18,086,825 100.0％ 18,782,166 100.0％

　（注）１．製造品目が多岐にわたり、数量表示が困難なため数量の記載を省略しております。
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