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平成１８年５月期   決算短信（非連結） 平成１８年７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 
問合せ先責任者 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７月２０日        配当支払開始予定日  平成１８年８月２８日 
定時株主総会開催日  平成１８年８月２５日        単元株制度採用の有無 有（１単元１,０００株） 
 
１．１８年５月期の業績（平成１７年６月１日～平成１８年５月３１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 
 
18年5月期 
17年5月期 

百万円   ％ 
８,３８５ （△１．９） 
８,５４３ （ ３．７） 

百万円   ％ 
７８４（△１８．３） 
９５９（  ７．９） 

百万円   ％ 
８０５（△１６．６） 
９６５（  ８．９） 

 

 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 

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 
18年5月期 
17年5月期 

百万円   ％ 
４２３（△２０．４） 
５３２（ ２０．８） 

円  銭 
６０.６３ 
７１.８６ 

円  銭 
－ 
－ 

％ 
 ８．１ 
１１．３ 

％ 
 ９．４ 
１１．６ 

％ 
 ９．６ 
１１．３ 

(注)①持分法投資損益  １８年５月期         －百万円 １７年５月期        －百万円 
②期中平均株式数  １８年５月期  ６,９９２,９９６株   １７年５月期 ６,９９５,５４９株 
③会計処理の方法の変更   無 
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 

(2) 財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 

18年5月期 
17年5月期 

百万円 
 ８,７４９ 
 ８,３４９ 

百万円 
 ５,５４７ 
 ４,９５１ 

％ 
６３．４ 
５９．３ 

円   銭 
７９３．５０ 
７０３．６１ 

(注)①期末発行済株式数  １８年５月期  ６,９９１,５０２株   １７年５月期  ６,９９５,１５７株 
②期末自己株式数   １８年５月期     ８,４９８株   １７年５月期     ４,８４３株 

(3) キャッシュ･フローの状況 

 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 

 
18年5月期 
17年5月期 

百万円 
 ４７２ 

   １,０００ 

百万円 
△２０９ 
△１５２ 

百万円 
△ ７２ 
△６４０ 

百万円 
 ４２４ 
 ２３４ 

 
２．１９年５月期の業績予想（平成１８年６月１日～平成１９年５月３１日） 

  売上高 経常利益 当期純利益 
   

 
中間期 
通 期 

百万円 
４，５００ 
８，７００ 

百万円 
４００ 
８８０ 

百万円 
２２０ 
４８０ 

   

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) ６８円６５銭 
 
３． 配当状況 
現金配当 １株当たり配当金（円） 
 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
(百万円) 

配当性向 
（％） 

純資産 
配当率（％） 

17年5月期 ５．００ ５.００ １０.００ ６９ １３．９ １．４ 
18年5月期 ５．００ ５.００ １０.００ ６９ １６．５ １．３ 
19年5月期（予想） ５．００ ５.００ １０.００    
 
 
 
 

※ 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、今後種々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 18 年 5 月 31 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。 

ＲＯＥ     ：７％以上 

売上高経常利益率：５％以上 
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（５）中長期的な経営戦略 

原燃料価格高騰の影響を受けてコスト上昇が避けられない情勢にあって、当社を取り巻く環境

は厳しいものが予想されます。こうしたなか、かねてより計画を立てておりました燃料の重油を

天然ガスに切り換えることにより、ユーティリティーコストを引き下げる設備投資計画を実現す

る一方で、新たな３年間の中期経営計画を策定し、成熟した国内市場において、顧客に対する一

層のサービスの向上と顧客ニーズの対応強化、経営全般にわたるコスト競争力の強化、効率的な

生産体制の確立を目指し、収益の確保に努めてまいります。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

今後の国内景気は回復基調が続くものと予想されますが、一方では原油価格の動向によっては

経済の成長が鈍化する懸念があります。 

こうした環境認識のもと、原燃料価格の高騰がコストを押しあげ、その他の諸資材の価格も上

昇に転じ、板紙製品価格の修正を実施したものの、当社を取り巻く環境は、厳しさを増しており

ます。こうした状況のもと、激変する環境にも耐え得る経営を指向し、以下の項目を重点課題と

して役職員一丸となってその成果をあげる努力を重ねてまいります。 

 

・収益の確保 

・板紙事業 

原燃料価格高騰の影響を受けてコストが上昇するなか、製品価格修正を実施しましたが、

コスト上昇圧力はこれからも続くものと予想されます。設備の改善、生産効率の向上など

によりコスト競争力を強化し、収益の確保を図ってまいります。 

・美粧段ボール事業 

原材料価格上昇によるコスト増加を生産の効率化と製品価格への反映を確実に推進する

とともに企画力を強化し、拡販に努めて収益の確保を図ってまいります。 

 

・ＣＳＲ（企業の社会的責任）の重視 

社会規範を遵守した行動をとるため、自律的行動規範を定めた企業倫理行動指針にもとづ

き、ＣＳＲを重視した企業活動を推進してまいります。 

 

・営業力の強化 

競争社会において、営業力こそが経営基盤強化の要との認識にたち、サービスの向上と顧

客ニーズの対応強化に努め更なる拡販体制の確立を目指してまいります。 

 

・コスト低減と生産効率の向上 

コスト競争力は企業の永遠の課題と認識し、更なる徹底したコストダウンを図るとともに

生産体制の整備と生産効率向上の徹底化に努め、競争力の強化に努めてまいります。 

 

・環境の保全と品質の信頼 

環境との調和を重視する企業活動の推進と品質の信頼性確保・顧客ニーズの即応体制の強

化を目指し、更なる改善目標に挑戦してまいります。 
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・ガスタービン発電設備の新設 

天然ガスを燃料とする発電設備の新設を計画し、投資総額 9 億円で平成 18 年 12 月完成を

目指して工事進行中であります。完成後は環境負荷低減と省エネルギーのほかに大幅なユー

ティリティーコスト低減等の効果をねらい、環境とコストの両面からメリットを期待し、完

成に向けて工事の安全と進捗管理の徹底を図ります。 

 

（７）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（８）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに

関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおりであります。 

 

（９）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。 

 

３.経営成績及び財政状態 

（1）経営成績 

①当期の概要 

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の拡大が続くなか、設備投資は拡大に転じ、ま

た、景気回復の持続を背景に個人消費は底堅さを増し、雇用情勢も量的拡大と内容の改善がみ

られ、景気は堅調な推移をたどりました。 

当業界におきましては、原燃料価格が高騰する厳しい経営環境のなかで、当社は省エネルギ

ー化をはじめとする経営全般にわたる原価低減施策を推し進めるとともに営業力の強化を図る

など、業績の向上に積極的に取り組みましたが、売上高は前期に比べ微減となり、収益は原燃

料価格高騰の影響を補うことができず、前期に比べ大幅な減益となりました。 

事業分野別の状況は、板紙事業では、製品価格は期初から一定の水準で推移しましたが、平

成 18 年 4月より製品価格の修正を行いました。このような市況のもと積極的な販売活動を推進

しましたが、自家発電設備の定期検査による生産高減少が影響して、売上高は横這いとなり、

また、コスト面では原燃料価格高騰の影響により大幅なコスト上昇を避けられず減益となりま

した。美粧段ボール事業では、需要先の資材調達コスト引き下げや競争の激化などによる受注

減少の影響により売上高は大幅に減少しましたが、受注減少に対処し製造費用の削減に努めま

した結果、一定の成果を得ることができました。 

   その結果、当期の業績は、次のとおりであります。 

         売 上 高      8,385 百万円（前期比  1.9％減） 

        営 業 利 益        784 百万円（前期比 18.3％減） 

        経 常 利 益         805 百万円（前期比 16.6％減） 

        当期純利益         423 百万円（前期比 20.4％減） 
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②来期の業績見通し 

      当社を取り巻く環境は、さらなる原燃料価格の高騰が収益を圧迫する懸念があり、厳しい

情勢が予想されます。こうした環境に対応するため、営業力の強化はもとより、徹底したコ

スト削減と効率的生産体制の確立を図る一方、ユーティリティーコスト低減のため、平成 18

年 12 月に発電に使用する燃料を重油から天然ガスに切り替え、省エネルギーと環境負荷低減

を図ることができる新しい発電システムを立ち上げる予定であります。 

      このような施策を織り込み、平成 19年 5 月期の業績を次のとおり予想しております。 

        売 上 高        8,700 百万円（前期比  3.8％増） 

        経 常 利 益        880 百万円（前期比  9.3％増） 

        当期純利益         480 百万円（前期比 13.5％増） 

 

（２）財政状態 
当期のキャッシュ・フローは、営業活動で得た資金 472 百万円のうち、209 百万円を投資活動で

使用し、72 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、当期末における現金及

び現金同等物の残高は 424 百万円となりました。 

 

      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 18年 
5 月期 

自己資本比率（％） 54.0 59.3 63.4 
時価ベースの自己資本比率（％） 30.8 49.9 44.1 
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 
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 (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【財務諸表等】 
(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  前事業年度 
（平成17年5月31日） 

当事業年度 
（平成18年5月31日） 増減 

  区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

金額  
（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   404,978   594,996  190,018 

２．受取手形   1,593,065   1,401,876  △191,188 

３．売掛金   1,271,714   1,482,455  210,741 

４．商品   7,533   6,513  △1,019 

５．製品   246,960   238,806  △8,153 

６．原材料   132,827   117,536  △15,291 

７．仕掛品   29,430   27,912  △1,518 

８．貯蔵品   98,326   100,159  1,833 

９．前払費用   18,250   17,747  △503 

10．繰延税金資産   157,493   113,899  △43,594 

11．その他   2,128   2,451  322 

貸倒引当金   △2,000   △2,000  － 

流動資産合計   3,960,708 47.4  4,102,355 46.9 141,647 
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  前事業年度 
（平成17年5月31日） 

当事業年度 
（平成18年5月31日） 増減 

区分 

注
記
番
号 

金額（千円） 構成比
（％） 金額（千円） 構成比

（％） 
金額  

（千円） 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物 *１ 2,121,714   2,071,299    

減価償却累計額  1,101,172 1,020,542  1,105,045 966,254  △54,288 

(2）構築物 *１ 394,645   394,430    

減価償却累計額  230,206 164,438  243,211 151,218  △13,220 

(3）機械装置 *１ 8,892,373   8,790,446    

減価償却累計額  7,342,126 1,550,247  7,429,450 1,360,996  △189,250 

(4）車両運搬具  24,219   22,549    

減価償却累計額  22,149 2,070  21,301 1,248  △821 

(5）工具器具備品 *１ 96,686   96,291    

減価償却累計額  72,157 24,528  74,516 21,775  △2,753 

(6）土地 *１  174,453   174,453  － 

(7）建設仮勘定   －   61,756  61,756 

有形固定資産合計   2,936,280 35.2  2,737,702 31.3 △198,578 

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   6,155   3,926  △2,228 

(2）電話加入権   1,269   1,269  － 

無形固定資産合計   7,424 0.1  5,196 0.0 △2,228 

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,426,397   1,890,762  464,365 

(2）出資金   9,793   9,793  － 

(3）その他   8,655   3,314  △5,340 

投資その他の資産合計   1,444,845 17.3  1,903,869 21.8 459,024 

固定資産合計   4,388,551 52.6  4,646,768 53.1 258,216 

資産合計   8,349,259 100.0  8,749,124 100.0 399,864 
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  前事業年度 
（平成17年5月31日） 

当事業年度 
（平成18年5月31日） 増減 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

金額  
（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．支払手形   1,162,893   1,125,912  △36,980 

２．買掛金   283,208   294,393  11,185 

３．未払金   565,572   381,335  △184,236 

４．未払消費税等   19,939   8,789  △11,150 

５．未払費用   357,879   270,903  △86,976 

６．未払法人税等   255,931   96,892  △159,038 

７．預り金   5,369   5,669  299 

８．設備支払手形   15,687   69,070  53,382 

９. 役員賞与引当金   －   27,000  27,000 

10．その他   39   1,132  1,093 

流動負債合計   2,666,522 31.9  2,281,100 26.1 △385,422 

Ⅱ 固定負債         

１．退職給付引当金   452,699   467,124  14,425 

２．役員退職慰労引当金   133,056   125,743  △7,313 

３．繰延税金負債   145,121   327,368  182,246 

固定負債合計   730,876 8.8  920,236 10.5 189,359 

負債合計   3,397,398 40.7  3,201,336 36.6 △196,062 
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  前事業年度 
（平成17年5月31日） 

当事業年度 
（平成18年5月31日） 増減 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

金額  
（千円） 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 *２  821,070 9.8  － － － 

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金  734,950   －    

資本剰余金合計   734,950 8.8  － － － 

Ⅲ 利益剰余金         

１．利益準備金  50,000   －    

２．任意積立金         

(1）配当準備積立金  58,000   －    

(2）別途積立金  1,091,419   －    

３．当期未処分利益  1,628,691   －    

利益剰余金合計   2,828,110 33.9  － － － 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金   569,137 6.8  － － － 

Ⅴ 自己株式 *３  △1,407 △0.0  － － － 

資本合計   4,951,860 59.3  － － － 

負債・資本合計   8,349,259 100.0  － － － 
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  前事業年度 
（平成17年5月31日） 

当事業年度 
（平成18年5月31日） 増減 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

金額  
（千円） 

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

１．資本金   － －  821,070 9.4 － 

２．資本剰余金         

 （1）資本準備金  －   734,950    

資本剰余金合計   － －  734,950 8.4 － 

３．利益剰余金         

 （1）利益準備金  －   50,000    

  （2）その他利益剰余金         

   配当準備積立金  －   58,000    

   別途積立金  －   1,091,419    

    繰越利益剰余金  －   1,952,738    

利益剰余金合計   － －  3,152,157 36.0 － 

４．自己株式   － －  △3,577 △0.0 － 

株主資本合計   － －  4,704,599 53.8 － 

Ⅱ 評価・換算差額等         

 １.その他有価証券評価差額
金  －   843,188    

評価・換算差額等合計   － －  843,188 9.6 － 

純資産合計   － －  5,547,788 63.4 － 

負債・純資産合計   － －  8,749,124 100.0 － 
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②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

増減 

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％） 

金額  
（千円） 

Ⅰ 売上高   8,543,857 100.0  8,385,561 100.0 △158,295 

Ⅱ 売上原価         

１．期首製品・商品棚卸高  257,548   254,493    

２．当期製品製造原価  5,905,951   5,945,062    

３．当期商品仕入高  383,180   348,308    

    合計  6,546,679   6,547,864    

４．他勘定振替高 *１ 1,725   1,891    

５．期末製品・商品棚卸高  254,493 6,290,460 73.6 245,320 6,300,652 75.1 10,191 

売上総利益   2,253,396 26.4  2,084,909 24.9 △168,486 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 *２        

１.運送費  680,112   674,695    

２.保管料  7,311   6,748    

３.販売手数料  11,594   11,396    

４.役員報酬  56,767   55,658    

５.従業員給料及び賞与  234,342   238,008    

６.役員賞与引当金繰入額  －   27,000    

７.福利厚生費  41,982   43,272    

８.退職給付費用  10,687   10,481    

９.役員退職金  －   520    

10.役員退職慰労引当金繰入
額  21,660   11,060   

  

11.支払手数料  50,413   43,348    

12.賃借料  6,606   7,223    

13.減価償却費  18,260   22,646    

14.その他  153,709 1,293,449 15.1 148,526 1,300,587 15.5 7,138 

営業利益   959,946 11.3  784,322 9.4 △175,624 
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前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

増減 

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％） 

金額  
（千円） 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  45   45    

２．受取配当金  11,886   15,006    

３．賃貸料  5,071   4,510    

４．保険金収入  －   7,358    

５．その他  2,691 19,694 0.2 4,022 30,943 0.3 11,248 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  5,062   －    

２．売上割引  9,175   9,909    

３．その他  106 14,344 0.2 121 10,030 0.1 △4,313 

経常利益   965,297 11.3  805,234 9.6 △160,062 

Ⅵ 特別利益         

１.投資有価証券売却益  3,487 3,487 0.0 － － － △3,487 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 *３ 9,246   32,352    

２．固定資産売却損 *４ 80   －    

３．投資有価証券評価損  － 9,326 0.1 87 32,440 0.4 23,114 

税引前当期純利益   959,458 11.2  772,794 9.2 △186,663 

法人税、住民税及び事
業税  444,458   309,044    

法人税等調整額  △17,698 426,760 5.0 39,766 348,810 4.1 △77,950 

当期純利益   532,697 6.2  423,984 5.1 △108,713 

前期繰越利益   1,130,972   －   

中間配当額   34,978   －   

当期未処分利益   1,628,691   －   
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③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

増減 

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     

税引前当期純利益  959,458 772,794 △186,663 

減価償却費  431,113 305,142 △125,970 

退職給付引当金の増加
額  13,104 14,425 1,320 

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）  21,660 △7,313 △28,973 

役員賞与引当金の増加
額  － 27,000 27,000 

受取利息及び受取配当
金  △11,931 △15,051 △3,120 

支払利息  5,062 － △5,062 

有形固定資産除却損  6,127 13,726 7,599 

売上債権の増減額 
（増加：△）  48,530 △19,553 △68,083 

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  △20,270 24,149 44,419 

仕入債務の減少額  △57,313 △25,795 31,518 

その他  17,221 △150,575 △167,797 

小計  1,412,761 938,950 △473,810 

法人税等の支払額  △412,168 △466,807 △54,638 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー  1,000,592 472,142 △528,449 
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前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

増減 

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  △164,998 △225,891 △60,893 

無形固定資産の取得に
よる支出  △204 － 204 

投資有価証券の取得に
よる支出  △6,487 △4,326 2,161 

投資有価証券の売却に
よる収入  3,500 － △3,500 

利息及び配当金の受取
額  11,931 15,015 3,084 

その他  4,144 5,340 1,196 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー  △152,114 △209,861 △57,747 

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）  △565,000 － 565,000 

利息の支払額  △4,907 △45 4,861 

配当金の支払額  △69,886 △70,046 △159 

自己株式の増加額（純
額）  △642 △2,170 △1,528 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー  △640,435 △72,262 568,173 

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
加額  208,042 190,018 △18,024 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高  26,935 234,978 208,042 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高  234,978 424,996 190,018 
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④【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

 利益処分計算書 

  前事業年度 
（平成17年８月26日）   

区分 注記
番号 金額（千円）   

（当期未処分利益の処分）       

Ⅰ 当期未処分利益   1,628,691    

Ⅱ 利益処分額       

１．配当金  34,975     

２．役員賞与金  30,000     

（うち監査役賞与金）  (3,000)     

   64,975    

Ⅲ 次期繰越利益   1,563,715    

       

（注）日付は株主総会承認日であります。 



配当準備
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年5月31
日
残高(千円)

821,070 734,950 734,950 50,000 58,000 1,091,419 1,628,691 2,828,110 △ 1,407 4,382,723

事業年度中の
変動額

　剰余金の配当 △ 34,975 △ 34,975 △ 34,975

　剰余金の配当
（中間配当） △ 34,961 △ 34,961 △ 34,961

　利益処分に
　よる役員賞与 △ 30,000 △ 30,000 △ 30,000

　当期純利益 423,984 423,984 423,984

　自己株式の
　取得 △ 2,170 △ 2,170

　株主資本以外
　の項目の事業
  年度中の変動
　額（純額）

事業年度中の変
動額合計(千円) 0 0 0 0 0 0 324,046 324,046 △ 2,170 321,876

平成18年5月31
日残高(千円) 821,070 734,950 734,950 50,000 58,000 1,091,419 1,952,738 3,152,157 △ 3,577 4,704,599

その他
有価証
券評価
差額金

評価・換
算差額等
合計

平成17年5月31
日残高(千円) 569,137 569,137 4,951,860

事業年度中の
変動額

　剰余金の配当 △ 34,975

　剰余金の配当
（中間配当） △ 34,961

　利益処分に
　よる役員賞与 △ 30,000

　当期純利益 423,984

　自己株式の
　取得 △ 2,170

　株主資本以外
　の項目の事業
  年度中の変動
　額（純額）

274,051 274,051 274,051

事業年度中の変
動額合計(千円) 274,051 274,051 595,927

平成18年5月31
日
残高(千円)

843,188 843,188 5,547,788

利益
準備金

当事業年度（自　平成17年6月1日　至　平成18年5月31日）
株主資本等変動計算書

純資産
合計

評価・換算差額等

自己
株式

株主
資本
合計

株主資本
資本剰余金

資本金 資本
準備金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金

利益
剰余金
合計

- 17 -



－  － 18 

重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

その他有価証券  １．有価証券の評価基準及び

評価方法  時価のあるもの 同   左 

  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  

原材料、貯蔵品  ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  移動平均法による原価法 同   左 

 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 

 

（１）有形固定資産 （１）有形固定資産 ３．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 

 （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 

４．引当金の計上基準 （１）貸倒引当金 （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。 

同   左 

 （２）退職給付引当金 （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。 

同   左 

 （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、当期末

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。 

 （４）役員退職慰労引当金 （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、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。 

同   左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

５．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 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資

金は、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 

 消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 ７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 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。 

 

同   左 

 

 

会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準）      ──── 

 当事業年度から「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

委員会 平成15年10月31日企業会計基準適用指針第6

号）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） 

 当事業年度から「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）を適用しておりま

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当期純利益はそれぞれ

27百万円減少しております。 

     ──── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、5,547百万

円です。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

     ──── （損益計算書） 

  前記まで営業外収益の｢その他｣に含めて表示しており

ました「保険金収入」は、営業外収益の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「保険金収入」は846千円です。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年5月31日） 

当事業年度 
（平成18年5月31日） 

＊１．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及びこれに対応する債務 

 

(1)担保に供されている資産 (1)担保に供されている資産 
 

建物 1,020,542千円 

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  
  

 
建物 966,254千円 

構築物 151,155  

機械装置 1,360,723  

工具器具備品 21,633  

土地 168,196  

計 2,667,963  
  

 上記のうち、工場財団設定分  上記のうち、工場財団設定分 
 

建物 991,124千円 

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  
  

 
建物 939,507千円 

構築物 151,155  

機械装置 1,360,723  

工具器具備品 21,633  

土地 167,725  

計 2,640,745  
  

  

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務 

   ────     ──── 

  

＊２．株式の総数 ＊２．    ──── 
 

授権株式数    普通株式 24,000,000株 

発行済株式総数  普通株式 7,000,000株 
  

  

  

＊３．自己株式 ＊３．    ──── 

  当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,843株

であります。 

 

  

 ４．配当制限  ４．    ──── 

  商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は569,137千円で

あります。 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

＊１．他勘定振替高は製品の販売費等への振替高であり

ます。 

＊１．他勘定振替高は製品の販売費等への振替高であり

ます。 

＊２．研究開発費の総額 ＊２．研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費  一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費 
 

 11,162千円 
  

 
 13,248千円 

  
＊３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ＊３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 
  

建物 1,367千円 

構築物 55 

機械装置 4,652 

工具器具備品 52 

撤去費用 3,119 

計 9,246 
  

  
建物 5,362千円 

構築物 648 

機械装置 7,430 

車両運搬具 83 

工具器具備品 131 

撤去費用 18,696 

計 32,352 
  

＊４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ＊４．    ──── 
 

車両運搬具 80千円 
  

 
  

  
 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成17年6月1日 至 平成18年5月31日） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前期末株式数 
（千株） 

当期増加株式数 
（千株） 

当期減少株式数 
（千株） 

当期末株式数 
（千株） 

発行済株式     

普通株式 7,000 － － 7,000 

自己株式     

普通株式 4 3 － 8 

（注）普通株式の自己株式の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

３.配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金 
の総額 
（百万円） 

１株当たり
配当額
（円） 

基準日 効力発生日  

平成17年8月26日 
定時株主総会 普通株式 34 5 平成17年5月31日 平成17年8月29日  

平成18年1月20日 
取締役会 普通株式 34 5 平成17年11月30日 平成18年2月10日  

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金 
の総額 
（百万円） 

配当額 
の原資 

１株当たり
配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年8月25日 
定時株主総会 普通株式 34 利益剰余金 5 平成18年5月31日 平成18年8月28日 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

  

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 

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17年5月31日現在） （平成18年5月31日現在） 
   
 

現金及び預金勘定 404,978千円 

預入期間が３カ月を超える定期預金 △170,000 

現金及び現金同等物 234,978 
  

   
 

現金及び預金勘定 594,996千円 

預入期間が３カ月を超える定期預金 △170,000 

現金及び現金同等物 424,996 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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 

  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） 

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 
  

 

 
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 46,521 19,881 26,640 

工具器具備品 6,017 501 5,515 

合計 52,539 20,383 32,155 
  

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。 

 

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 7,691千円

１年超 13,833千円

合計 21,524千円
  

 
１年内 10,281千円

１年超 21,874千円

合計 32,155千円
  

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。 

 

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 6,860千円

減価償却費相当額 6,860千円
  

 
支払リース料 9,027千円

減価償却費相当額 9,027千円
  

(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 

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする

定額法によっております。 

同   左 
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（有価証券関係） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（平成17年5月31日） 当事業年度（平成18年5月31日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円） 

  株式 300,885 1,289,198 988,312 305,212 1,745,341 1,440,128 貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの 小計 300,885 1,289,198 988,312 305,212 1,745,341 1,440,128 

  株式 161,093 128,350 △32,742 161,093 136,660 △24,433 貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの 小計 161,093 128,350 △32,742 161,093 136,660 △24,433 

合計 461,979 1,417,549 955,569 466,306 1,882,001 1,415,695 

 

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

前事業年度 
（自 平成16年6月1日 至 平成17年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年6月1日 至 平成18年5月31日） 

売却額（千円） 売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 売却額（千円） 売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額 
（千円） 

3,500 3,487 － － － － 

 

３．時価評価されていない有価証券 

前事業年度（平成17年5月31日） 当事業年度（平成18年5月31日） 
種類 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 
非上場株式 8,847 8,760 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自平成16年6月1日 至平成17年5月31日） 

 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。 

当事業年度（自平成17年6月1日 至平成18年5月31日） 

 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。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の退職一時金制度を採用しております。 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

 前事業年度 
（平成17年5月31日） 

当事業年度 
（平成18年5月31日） 

退職給付債務   

退職給付引当金 452,699千円 467,124千円 

 

３．退職給付費用の内訳 

 
前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

退職給付費用   

勤務費用 47,865千円 50,287千円 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 以下の簡便法を採用しております。 

前事業年度 
（平成17年5月31日） 

当事業年度 
（平成18年5月31日） 

期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法
を採用しております。 

同   左 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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 
 
繰延税金資産  

退職給付引当金 181,328 千円 

役員退職慰労引当金 53,807 

未払費用 131,637 

未払事業税 16,428 

その他 15,603 

繰延税金資産計 398,804 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 386,432 

繰延税金資産の純額 12,371 

 うち、「流動資産」の計上額 157,493 

 うち、「固定負債」の計上額 145,121 
  

 
繰延税金資産  

退職給付引当金 188,905 千円 

役員退職慰労引当金 50,850 

未払費用 96,861 

未払事業税 7,548 

その他 14,873 

繰延税金資産計 359,038 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 572,507 

繰延税金負債の純額 213,469 

 うち、「流動資産」の計上額 113,899 

 うち、「固定負債」の計上額 327,368 
  

（２）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率の差異の内訳 

（２）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率の差異の内訳 

 

法定実効税率 40.44％

（調整） 

同族会社留保金課税 3.09％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.55％

その他 0.40％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.48％
  

 

法定実効税率 40.44％

（調整） 

同族会社留保金課税 2.52％

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.02％

その他 0.16％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.14％
  

 
（持分法損益等） 

前事業年度（自平成16年6月1日 至平成17年5月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成17年6月1日 至平成18年5月31日） 

 該当事項はありません。 

 

【関連当事者との取引】 

前事業年度（自平成16年6月1日 至平成17年5月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成17年6月1日 至平成18年5月31日） 

 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) 

期  別 
 

区  分 

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

当事業年度 
自 平成 17 年 6月 1 日 
至 平成 18 年 5月 31 日 

板       紙 6,858,331 6,825,588 

美 粧 段 ボ ー ル 1,783,820 1,623,279 

合       計 8,642,152 8,448,868 

（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) 

期  別 
 

区  分 

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

当事業年度 
自 平成 17 年 6月 1 日 
至 平成 18 年 5月 31 日 

板       紙 6,760,036 6,762,282 

美 粧 段 ボ ― ル 1,783,820 1,623,279 

合       計 8,543,857 8,385,561 

        (注)販売金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

６. 役員の異動（平成 18 年 8 月 25 日付） 

就任予定取締役 

取締役  山 本 彰 仁 

                                        以上 


