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１．18年11月中間期の業績（平成18年６月１日～平成18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11月中間期 4,513 (5.1) 440 (△2.1) 457 (△1.8)

17年11月中間期 4,295 (△4.9) 449 (△22.6) 466 (△20.7)

18年５月期 8,385 784 805

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

百万円 ％ 円　銭 円　銭

18年11月中間期 271 (7.6) 38.79 －

17年11月中間期 252 (△20.9) 36.05 －

18年５月期 423 60.63 －
（注）①持分法投資損益 18年11月中間期 －百万円 17年11月中間期 －百万円 18年５月期 －百万円

②期中平均株式数 18年11月中間期 6,991,136株 17年11月中間期 6,993,933株 18年５月期 6,992,996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、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）財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円　銭

18年11月中間期 10,015 5,743 57.3 821.68

17年11月中間期 8,572 5,306 61.9 758.90

18年５月期 8,749 5,547 63.4 793.50
（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 6,990,342株 17年11月中間期 6,992,302株 18年５月期 6,991,502株

②期末自己株式数 18年11月中間期 9,658株 17年11月中間期 7,698株 18年５月期 8,498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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年11月中間期 349 △87 △35 651

17年11月中間期 344 △186 △36 355

18年５月期 472 △209 △72 424

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

百万円 百万円 百万円

通期 8,700 880 480

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　68円67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

18年5月期 5.0 5.0 10.0

19年5月期（実績） 5.0 －  

19年5月期（予想） － 5.0 10.0

※　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．企業集団の状況
　当社は、親会社、子会社、関係会社等は有しておりません。

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

(5）中長期的な経営戦略

　当社は、平成17年度より新たな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、厳しい環境のなか、

持続可能な成長を続けるため、中期経営計画の重点課題として、実践に向けて取り組んでおります事項は次のとおり

であります。

　企業が成長するために不可欠な要件は、営業力であり営業力を強化するためには、顧客に対するきめ細かなサービ

スとニーズに対応し、適正な価格で製品を販売する営業体制の確立と一方では、内部生産体制の整備と生産効率の向

上、品質の信頼性確保、加えて、企業の永遠の課題でありますコスト競争力の強化などの諸施策の実践によって収益

性を高め価値の向上を図ってまいります。

　次に、循環型社会形成が注目を集めている昨今、資源リサイクル型企業として社会に貢献する一方、エネルギー多

消費型産業である当社は、これからも地球温暖化対策問題を含めた環境負荷低減のため、環境保全を重点課題として

取り組み、環境との調和を図り、社会的要請に応えることが企業の使命と受けとめ、これらの課題に向けて活動を推

進してまいります。

　また、さらには、コンプライアンスをはじめとする社会規範を遵守した行動をとるため、自立的行動規範を定めた

企業倫理行動指針にもとづき、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を重視した企業活動を推進してまいります。

　以上の課題に挑戦する中期経営計画については、これからも目標に向かって役職員一致協力して邁進してまいりま

すが、当中間期における取り組みの成果として、当中間期の業績は、売上高は前年同期に比べ5.1％上回り、売上高に

対する営業利益率9.8％、経常利益率10.1％を確保することができました。また、かねてより計画しておりました環境

保全対策の一環として環境負荷低減と省エネルギー化を実現するため、燃料の重油を天然ガスに切り換えた新しいガ

スタービン発電設備が完成し、平成18年11月より運転を開始いたしました。このコージェネレーションシステムの稼

動により、従来のシステムに比べ二酸化炭素排出量は２分の１、硫黄酸化物はほぼゼロ、窒素酸化物排出濃度は３分

の２にそれぞれ抑えられ、環境の改善に寄与するものと確信いたしております。
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(6）会社の対処すべき課題

　今後の国内経済は、設備投資や個人消費など国内需要の動向に不透明さはあるものの、景気は緩やかな拡大が続く

ものと見込まれます。

　このような状況のもと、当業界におきましては、成熟した市場にあって当社を取り巻く環境は厳しさが増すものと

予想されます。このなかで、平成17年度に策定した新たな中期経営計画の２年目にあたる当期は、同計画の重点課題

としております営業力の強化、収益の確保、コスト低減と生産効率の向上、品質の信頼、環境の保全、ＣＳＲ（企業

の社会的責任）の重視等の課題に対し全社一丸となって取り組み、実践することによってその成果をあげる努力を重

ねてまいります。

　また、平成18年11月より運転を開始しました新設のガスタービン発電設備が、所期の目的としております環境負荷

低減と省エネルギー効果によるユーティリティコスト低減を実現するべくオペレーション業務に万全を期してまいり

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　当中間期の概要

　当中間期における国内経済は、原油や素材価格の高止まりなど景気減速懸念材料が見受けられたものの、企業の

設備投資や個人消費が堅調に推移し、景気は緩やかな拡大傾向を続けてきました。

　このような経済環境のなかで、紙パルプ産業の一部分を構成する板紙業界におきましては、需要はほぼ前年並み

に推移し、価格は一定の水準で安定した状態で推移しました。しかし、原燃料価格の高騰がコストを押し上げ収益

を圧迫する厳しい要因となりました。

　こうした状況のもと、当社の板紙分野では、価格を重視した販売と販売量に見合った生産体制を堅持しつつ、生

産と販売一体となって積極的に活動を推進してまいりました。また、美粧段ボール分野では、競争が激化するなか、

原材料価格の上昇に対処するため、生産効率の向上とコスト削減に努めるとともに、新価格の実現に取り組んでま

いりました。このような営業活動によって、板紙事業分野では、平成18年４月より移行した板紙製品価格の修正効

果によって売上高は前年同期を上回りましたが、原燃料価格高騰の影響が大きくコストを押しあげ、利益は前年同

期を下回りました。美粧段ボール事業分野では、積極的な営業活動を展開してまいりましたが、今シーズンの日照

不足や天候不順の影響を受けて果実類の出荷量が減少したため、同関連品の受注が減少するなど売上高は前年同期

を下回りましたが、コスト低減効果などにより利益は前年同期を上回りました。

　その結果、当中間期における売上高は 4,513百万円（前年同期比　218百万円、5.1％増）、営業利益は 440百万

円（同　9百万円、2.1％減）、経常利益は 457百万円（同　8百万円、1.8％減）、中間純利益は法人税等の軽減に

より271百万円（同　19百万円、7.6％増）となりました。

②　通期の業績見通し

　今後の国内経済は、設備投資や個人消費など国内需要の動向に不透明さはあるものの、景気は緩やかな拡大が続

くものと見込まれます。

　このような状況のもと、当社では、かねてより計画しておりました環境負荷低減と省エネルギー化を実現するた

め、燃料を重油から天然ガスに切り替えた新しいガスタービン発電設備が完成し、平成18年11月より運転を開始い

たしました。この設備の稼動によりユーティリティーコストが大幅に軽減されることとなりますが、コスト低減は

企業の永遠の課題として受けとめ、さらに、徹底したコスト低減を図り、業績の向上に努めてまいります。これか

らは、当社を取り巻く環境は厳しさが増すものと予想されますが、さらなる営業力の強化、販売体制の再構築、経

営資源の最大活用などの諸施策を積極的に推し進め、一層の経営体制の確立を目指してまいります。

　このような経営認識のもと、通期の業績を次のとおり予想しております。

売上高　　　　　　8,700百万円（前年比　 3.7％増）

経常利益　　　　　　880百万円（前年比　 9.3％増）

当期純利益　　　　　480百万円（前年比　13.2％増）
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(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349百万円のうち、87百万円を投資活動で使用し、35百万円

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651百万円と

なりました。

キャッシュ・フロー指標

平成17年５月期 平成18年５月期 平成18年11月中間期

自己資本比率（％） 59.3 63.4 57.3

時価ベースの自己資本比率（％） 49.9 44.1 36.2

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 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・カバレッジ・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、天然ガス、また、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）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年11月30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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 525,369 821,956 594,996

２．受取手形 1,440,459 1,397,545 1,401,876

３．売掛金 1,399,954 1,826,660 1,482,455

４．たな卸資産 495,032 496,163 490,928

５．繰延税金資産 142,452 143,594 113,899

６．その他 ＊３ 34,648 54,258 20,198

貸倒引当金 △2,000 △2,000 △2,000

流動資産合計 4,035,916 47.1 4,738,178 47.3 4,102,355 46.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ＊１

(1）建物 ＊２ 992,563 958,588 966,254

(2）構築物 ＊２ 158,745 147,554 151,218

(3）機械装置 ＊２ 1,442,487 2,132,129 1,360,996

(4）車両運搬具 1,667 1,187 1,248

(5）工具器具備品 ＊２ 22,609 19,676 21,775

(6）土地 ＊２ 174,453 174,453 174,453

(7）建設仮勘定 7,374 300 61,756

有形固定資産合計 2,799,901 3,433,890 2,737,702

２．無形固定資産 6,283 4,108 5,196

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,712,428 1,826,474 1,890,762

(2）その他 17,964 13,102 13,107

投資その他の資産
合計

1,730,393 1,839,577 1,903,869

固定資産合計 4,536,579 52.9 5,277,575 52.7 4,646,768 53.1

資産合計 8,572,495 100.0 10,015,754 100.0 8,749,124 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年11月30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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 1,238,826 1,340,455 1,125,912

２．買掛金 253,086 285,962 294,393

３．未払金 332,169 374,815 381,335

４．設備未払金 － 726,561 －

５．未払消費税等 ＊３ 22,665 － 8,789

６．未払費用 335,531 331,883 270,903

７．未払法人税等 204,329 223,294 96,892

８．設備支払手形 12,149 83,099 69,070

９．役員賞与引当金 13,500 － 27,000

10．その他 8,003 8,573 6,801

流動負債合計 2,420,260 28.2 3,374,646 33.7 2,281,100 26.1

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 258,913 297,797 327,368

２．退職給付引当金 466,677 467,666 467,124

３．役員退職慰労引当
金

120,213 131,806 125,743

固定負債合計 845,804 9.9 897,269 9.0 920,236 10.5

負債合計 3,266,064 38.1 4,271,916 42.7 3,201,336 36.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 821,070 9.6 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 734,950 － －

資本剰余金合計 734,950 8.5 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 50,000 － －

２．任意積立金 1,149,419 － －

３．中間未処分利益 1,815,851 － －

利益剰余金合計 3,015,270 35.2 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

738,190 8.6 － － － －

Ⅴ　自己株式 △3,049 △0.0 － － － －

資本合計 5,306,431 61.9 － － － －

負債資本合計 8,572,495 100.0 － － － －

－ 6 －



前中間会計期間末
（平成17年11月30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  821,070 8.2  821,070 9.4

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  －   734,950   734,950   

資本剰余金合
計

  － －  734,950 7.3  734,950 8.4

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  －   50,000   50,000   

(2）その他利益
剰余金

          

配当準備積
立金

 －   58,000   58,000   

別途積立金  －   1,091,419   1,091,419   

繰越利益剰
余金

 －   2,188,955   1,952,738   

利益剰余金合
計

  － －  3,388,375 33.8  3,152,157 36.0

４　自己株式   － －  △4,233 △0.0  △3,577 △0.0

株主資本合計   － －  4,940,161 49.3  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

  － － 803,675   843,188   

評価・換算差額
等合計

  － －  803,675 8.0  843,188 9.6

純資産合計   － －  5,743,837 57.3  5,547,788 63.4

負債純資産合計   － －  10,015,754 100.0  8,749,124 100.0

－ 7 －



(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年６月１日
至　平成18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 4,295,336 100.0 4,513,409 100.0 8,385,561 100.0

Ⅱ　売上原価 3,184,376 74.1 3,386,836 75.0 6,300,652 75.1

売上総利益 1,110,959 25.9 1,126,572 25.0 2,084,909 24.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

661,458 15.4 686,499 15.2 1,300,587 15.5

営業利益 449,500 10.5 440,073 9.8 784,322 9.4

Ⅳ　営業外収益 ＊１ 22,040 0.5 19,934 0.4 30,943 0.3

Ⅴ　営業外費用  4,957 0.1 2,055 0.1 10,030 0.1

経常利益 466,583 10.9 457,952 10.1 805,234 9.6

Ⅵ　特別利益 － － －  

Ⅶ　特別損失 748 0.0 991 0.0 32,440 0.4

税引前中間（当
期）純利益

465,835 10.9 456,961 10.1 772,794 9.2

法人税、住民税及
び事業税

199,649 218,224 309,044

法人税等調整額 14,050 213,699 5.0 △32,438 185,786 4.1 39,766 348,810 4.1

中間（当期）純利
益

252,135 5.9 271,175 6.0 423,984 5.1

前期繰越利益 1,563,715 － －

中間配当額 － － －

中間未処分利益 1,815,851 － －

－ 8 －



  (3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

配当準備
積立金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

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

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △34,957 △34,957  △34,957

中間純利益       271,175 271,175  271,175

自己株式の取得         △655 △655

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

          

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － － － 236,217 236,217 △655 235,561

平成18年11月30日　残高
（千円）

821,070 734,950 734,950 50,000 58,000 1,091,419 2,188,955 3,388,375 △4,233 4,940,161

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年５月31日　残高
（千円）

843,188 843,188 5,547,788

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △34,957

中間純利益   271,175

自己株式の取得   △655

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△39,512 △39,512 △39,512

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△39,512 △39,512 196,049

平成18年11月30日　残高
（千円）

803,675 803,675 5,743,837

－ 9 －



前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

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(中間配当額)       △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）

－ － － － － － 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

評価・換算差額等

純資産合計
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(中間配当額)   △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

－ 10 －



(4）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18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17年６月１日
至　平成18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

465,835 456,961 772,794

減価償却費 152,353 125,659 305,142

退職給付引当金の増
加額

13,978 542 14,425

役員退職慰労引当金
の増減額
（減少：△）

△12,843 6,063 △7,313

役員賞与引当金の増
減額(減少:△)

13,500 △27,000 27,000

受取利息及び受取配
当金

△14,742 △17,310 △15,051

有形固定資産除売却
損

620 991 13,726

売上債権の増減額
（増加：△）

24,365 △339,873 △19,553

たな卸資産の増減額
（増加：△）

20,045 △5,234 24,149

仕入債務の増減額
（減少：△）

45,810 206,112 △25,795

その他 △113,650 30,473 △150,575

小計 595,274 437,384 938,950

法人税等の支払額 △251,251 △87,653 △466,807

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

344,022 349,730 472,142

－ 11 －



前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18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17年６月１日
至　平成18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

△193,474 △94,927 △225,891

投資有価証券の取得
による支出

△2,282 △2,053 △4,326

利息及び配当金の受
取額

8,520 9,836 15,015

その他 483 － 5,340

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△186,753 △87,143 △209,861

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

利息の支払額 △45 － △45

配当金の支払額 △35,189 △34,971 △70,046

自己株式の取得によ
る支出

△1,642 △655 △2,170

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△36,878 △35,626 △72,262

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：△）

120,391 226,960 190,018

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

234,978 424,996 234,978

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

355,369 651,956 424,996

－ 12 －



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17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

(1）有価証券

その他有価証券

(1）有価証券

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

　中間決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

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（評価差額は全部純資産直入法に

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

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

原材料、貯蔵品

　移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

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

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物　　　　　14-38年

機械装置　　　７-15年

(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

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

－ 13 －



項目
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18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

　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。

　(会計処理方法の変更)

　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)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中間純利益は

それぞれ13,500千円減少しておりま

す。

(3）役員賞与引当金

─────

　(追加情報)

  前事業年度において、役員賞与

の支払いに充てるため、支給見込

額を計上しておりましたが、役員

報酬制度の見直しにともない、当

中間会計期間より役員賞与引当金

の計上はおこなっておりません。

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に充てるため、支

給見込額に基づき計上しております。

　(会計処理方法の変更)

　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27,000千円減少しておりま

す。

(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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

───── ───── (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、5,547,788千円です。

　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。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

 

──────

 （中間貸借対照表関係）

 「設備未払金」は、前中間会計期間まで、流動負債の「未

払金」に含めておりましたが、当中間会計期間末において

負債純資産合計の100分の５を超えたため区分掲記してお

ります。

　なお、前中間会計期間末における「設備未払金」の金額

は498千円であります。
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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17年11月30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度末
（平成18年5月31日）

*１.有形固定資産の減価償却累計額

8,912,439千円

*１.有形固定資産の減価償却累計額

      8,980,589千円

*１.有形固定資産の減価償却累計額

     8,873,524千円

*２.担保に供されている資産及びこれ

に対応する債務

*２.担保に供されている資産及びこれ

に対応する債務

*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 (1）担保に供されている資産 (1）担保に供されている資産

（千円） （千円） （千円）

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 958,588

構築物 147,490

機械装置 2,131,856

工具器具備品 19,535

土地 168,196

計 3,425,667

建物 966,254

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(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 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 933,177

構築物 147,490

機械装置 2,131,856

工具器具備品 19,535

土地 167,725

計 3,399,785

建物 939,507

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（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）

───── ───── ─────

*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

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、未収消費税等として表示

しております。

　当中間期における未収消費税等は

13,574千円であり流動資産の「その

他」に含んでおります。

*３.　　　　─────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18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 14,720

受取利息 55

受取配当金 17,254

受取利息 45

受取配当金 15,006

２.減価償却実施額　　　 （千円） ２.減価償却実施額　　　 （千円） ２.減価償却実施額　　　　(千円）

有形固定資産 151,212

無形固定資産 1,141

有形固定資産 124,571

無形固定資産 1,087

有形固定資産 302,913

無形固定資産 2,228
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30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

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 7,000 － － 7,000

合計 7,000 － － 7,000

自己株式

普通株式 8 1 － 9

合計 8 1 － 9

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、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18年８月26日

定時株主総会
普通株式 34 5 平成18年５月31日 平成18年８月28日

(２)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年１月19日

取締役会
普通株式 34  利益剰余金 5 平成18年11月30日 平成19年２月９日

（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17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（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18年11月30日現在

(千円)

現金及び預金勘定 821,956

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 651,956

平成18年5月31日現在

(千円)

現金及び預金勘定 594,996

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 424,996
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18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 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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

車両運搬具 33,398 14,088 19,309

工具器具備品 6,017 1,103 4,914

合計 39,415 15,191 24,224

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 6,883千円

１年超 10,795千円

合計 17,678千円

１年内    8,624千円

１年超     15,599千円

合計     24,224千円

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 3,845千円

減価償却費相当額 3,845千円

支払リース料     5,238千円

減価償却費相当額    5,238千円

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

　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

(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 8,760

合計 8,760

当中間会計期間末（平成18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 468,359 1,817,714 1,349,354

合計 468,359 1,817,714 1,349,354

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 8,760

合計 8,760

前事業年度（平成18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 466,306 1,882,001 1,415,695

合計 466,306 1,882,001 1,415,695

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 8,760

合計 8,760
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③　デリバティブ取引

前中間会計期間（自平成17年6月1日　至平成17年11月30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。

当中間会計期間（自平成18年6月1日　至平成18年11月30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。

前事業年度（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。

④　持分法損益等

前中間会計期間（自平成17年6月1日　至平成17年11月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成18年6月1日　至平成18年11月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（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。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額 758.90円

１株当たり中間純利益

金額
36.05円

１株当たり純資産額  821.68円

１株当たり中間純利益

金額
  38.79円

１株当たり純資産額 793.50円

１株当たり当期純利益

金額
60.63円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同左 　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

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（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。

前中間会計期間
(自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

前事業年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

中間（当期）純利益（千円） 252,135 271,175 423,984

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
252,135 271,175 423,984

期中平均株式数（千株） 6,993 6,991 6,992

（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

品目

前中間会計期間
自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日

当中間会計期間
自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日

前事業年度
自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

板紙 3,427,663 78.2 3,629,053 79.5 6,825,588 80.8

美粧段ボール 953,061 21.8 937,496 20.5 1,623,279 19.2

合計 4,380,724 100.0 4,566,550 100.0 8,448,868 100.0

　（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、下記

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

品目

前中間会計期間
自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日

当中間会計期間
自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日

前事業年度
自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

板紙 3,342,275 77.8 3,575,912 79.2 6,762,282 80.6

美粧段ボール 953,061 22.2 937,496 20.8 1,623,279 19.4

合計 4,295,336 100.0 4,513,409 100.0 8,385,561 100.0

　（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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