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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 16,009 △0.2 327 △47.0 161 △59.8 60 △71.6

18年３月期 16,049 2.0 617 6.3 400 22.7 211 61.2

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

営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 3 13 －  1.1 0.9 2.0

18年３月期 11 68 －  3.9 2.3 3.8

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年３月期 17,051 6,278 31.3 300 96

18年３月期 17,221 6,332 31.5 306 42

（参考）自己資本 19年３月期 5,340百万円 18年３月期 5,431百万円

(3）連結キャッシュ・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

19年３月期 583 △474 △489 1,056

18年３月期 662 △365 △480 1,403

２．配当の状況
１株当たり配当金 配当金総額

(年間)

配当性向

（連結）

純資産配当率

（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年３月期 2 50 3 00 5 50 97 47.1 1.9
19年３月期 3 00 3 00 6 00 106 191.7 2.0

20年３月期（予想） 3 00 3 00 6 00 － 72.7 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり

当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 8,200 1.4 250 4.6 180 13.2 100 11.1 5 54

通期 16,400 2.4 500 52.9 350 117.4 150 150.0 8 25
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無
 

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、14ページ「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」をご覧くださ

い。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 17,768,203株 18年３月期 17,768,203株

②　期末自己株式数 19年３月期 38,596株 18年３月期 59,780株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、21ページ「１株当た

り情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 13,296 △3.4 25 △90.8 76 △77.0 61 △73.6

18年３月期 13,763 0.2 272 31.6 330 19.9 231 29.2

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

円 銭 円 銭

19年３月期 3 43 －  

18年３月期 13 02 －  

(2）個別財政状態

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

19年３月期 15,341 5,249 34.2 296 08

18年３月期 15,562 5,402 34.7 305 03

（参考）自己資本 19年３月期 5,249百万円 18年３月期 5,402百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり

当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 6,900 2.0 120 42.9 80 66.7 50 284.6 2 82

通期 13,800 3.8 220 780.0 250 228.9 150 145.9 8 46

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

  上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれ

ております。

  経済情勢・市場環境等の著しい変動により、予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業

績予想に関する事項は、添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　①　当期の経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善、民間設備投資の拡大を背景

に、概ね順調に推移いたしましたが、米国経済の失速懸念や原油高等の先行き不安材料

も大きく、勤労者所得はわずかに増加傾向を示してはいるものの、個人消費を好転させ

るにはいたらず、景気回復を実感することはむつかしい状況で推移いたしました。 

このような中、当社グループはパッケージ専業の強みを生かし、付加価値の高いパッ

ケージの受注をめざし、積極的な営業活動をすすめてまいりましたが、主力の石鹸洗剤

市場のほか、薬品、菓子市場でも受注量が減少する一方、板紙をはじめとする原材料価

格の高騰の影響を受け、極めて厳しい経営を余儀なくされました。 

なお、中国市場は過熱化が懸念されながらも、まずまず堅調に推移いたしております。

その結果、売上高は16,009百万円（対前期比0.2％減）、営業利益は327百万円（対前

期比47.0％減）、経常利益は161百万円（対前期比59.8％減）となりました。特別損益

項目では、有価証券売却益203百万円の特別利益計上と、役員退職金93百万円、役員退

職慰労引当金135百万円の特別損失を計上した結果、当期純利益は60百万円（対前期比

71.6％減）となりました。

　

　②　次期の見通し

次期の見通しにつきましては、国内景気は引続き回復基調を持続するものと思われま

すが、米国経済の見通し、原油価格や金利・為替の動向、少子高齢化等の社会問題ほか

懸念材料も多く、個人消費が大きく回復すると予測することは難しい状況にあります。

このような中、当社グループといたしましては、技術と品質に一層磨きをかけて競争

力を高め、コストダウンを実現して上昇した材料コストを吸収し、印刷紙器市場での受

注量回復を強力にすすめてまいる所存であります。

  次期業績予想といたしましては、連結売上高16,400百万円、連結営業利益500百万円、

連結経常利益350百万円、連結当期純利益につきましては、150百万円を予定しておりま

す。

(2）財政状態に関する分析

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、設備投資

等により347百万円の減少となり、当連結会計期間末残高は1,056百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、583百万円となりました。こ

れは、税金等調整前当期純利益が153百万円、減価償却費が709百万円あったこと等によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　当連結会計年度において投資活動による資金の減少は、474百万円となりました。こ

れは、主に印刷紙器関連設備投資426百万円を行ったこと等によるものであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　当連結会計年度において財務活動による資金の減少は、489百万円となりました。こ

れは、主に長短期借入金の純増加額345百万円等によるものであります。 

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。

平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 31.5 31.3

時価ベースの株主資本比率（％） 30.0 23.8

債務償還年数（年） 8.2 8.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 7.2 6.4

(注) 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  

　　 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

  　 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

 １．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

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

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけており、

利益配分については経営環境や業績動向等を勘案し、長期安定的にかつ業績に対応した

配当を実施したいと考えております。内部留保金については、経営基盤の安定と充実に

努めるとともに、新規事業分野等に、あるいは経営体質の改善のための投資に活用する

所存であります。 

　この方針に基づき、期末配当金は１株当たり３円とし、中間配当金３円に加えて年間

６円とさせていただく予定であります。 

　次期につきましても、中間３円、期末３円の年間６円を予定しております。 
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２．企業集団の状況

　当社の企業集団は、当社、連結子会社６社および関連会社１社で構成され、印刷紙器お

よびプラスチック包材の製造・販売を主な内容とした事業活動を展開しております。 

　また、当社の企業集団は、同種・同系列のパッケージを専ら製造・販売しているので、

事業の種類別セグメント情報は記載しておりませんが、事業内容を区分すると次のとおり

であります。 
 

 印刷紙器関連　　　　　　　　　　

　当社が製造・販売するほか、連結子会社台湾古林股份有限公司、上海古林国際印務有限

公司および古林紙工（上海）有限公司においても製造・販売しており、また一部の作業工

程については、連結子会社複合工業株式会社および古林包装材料製造（上海）有限公司に

製造を委託しております。
 

 プラスチック包材関連

　当社が製造・販売するほか、連結子会社ライニングコンテナー株式会社に製造を委託し

ております。
 

なお、関連会社金剛運送株式会社には、当社製品等の運送の一部を委託しております。
 

事業の系統図は次のとおりであります。 
 

 

得意先 

関連会社 
金剛運送㈱ 

運送 

製品 

製品 製品 製品 製品 
成型 
容器 

原材料 
印刷加工 

連結子会社 
台湾古林股 
有限公司 

連結子会社 
古林紙工(上海) 

有限公司 

連結子会社 
上海古林国際 
印務有限公司 

連結子会社 
古林包装材料製造 
(上海)有限公司 

連結子会社 
複合工業㈱ 

連結子会社 
ライニング 

コンテナー㈱ 

印刷紙器関連 その他 プラスチック包材関連 

当社 
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「創造と感動で価値を生み出す事業活動を目指して社会に貢献する」を経営

理念としており、一人ひとりがいきいきと働き、能力を最大限発揮できる職場をつくる

ことで企業価値を高めてまいりました。 

　経営の基本姿勢といたしましては、企業の方針、業績、実態を適時・適切に社内外に

公開し、社員はそれぞれの役割を担当する中で経営者マインドを持った人格形成を目指

しております。 

　そして、包装を通じて社会に奉仕する企業を目指し、事業を着実に発展させ、株主、

お取引先、従業員など当社を取り巻くみなさまのご期待にお応えしてまいります。 

(2）中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題

　当社は、これまで徹底したローコスト経営を目指し、筋肉質で収益力のある企業体質

の確立に必死に努めてまいりました。 

　今後につきましては、既存事業の生産性向上を基本として、成長する市場に積極的に

参入して、事業の構造を変えていくとともに、設計ならびに、製造品質の向上を追求し、

お客様のニーズに応える製品作りに努めてまいります。 

　次に、全社の業務のスピードアップと企画設計・生産・販売をつないだトータルコス

トダウンを図り事業成果を確実なものとし、継続して株主のみなさまから評価・支持さ

れる経営に取組んでまいります。

　この厳しい時代を、お客様とともに成長を図るために、一段と経営を強化することで、

業界における存在感を高めて、みなさまのご期待に応える所存であります。 
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

 
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金  1,403   1,606   

２　受取手形及び売掛金  4,340   4,471   

３　たな卸資産  1,633   1,666   

４　繰延税金資産  72   61   

５　その他  140   161   

貸倒引当金  △4   △1   

流動資産合計  7,586 44.1  7,963 46.7 377

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物及び構築物  1,507   1,437   

(2）機械装置及び運搬具  2,647   2,495   

(3）土地  1,689   1,689   

(4）建設仮勘定  29   37   

(5）その他  167   161   

有形固定資産合計  6,038 35.1  5,819 34.1 △220

２　無形固定資産  96 0.5  95 0.6 △1

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券  3,036   2,575   

(2）繰延税金資産  154   284   

(3）その他  350   341   

貸倒引当金  △40   △24   

投資その他の資産合計  3,500 20.3  3,175 18.6 △325

固定資産合計  9,635 55.9  9,089 53.3 △546

資産合計  17,221 100.0  17,051 100.0 △170
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金  3,764   3,956   

２　短期借入金  1,054   996   

３　一年内に返済予定の長期借入金  1,351   1,309   

４　未払法人税等  164   54   

５　未払金  434   427   

６　賞与引当金  134   110   

７　その他  315   353   

流動負債合計  7,216 41.9  7,205 42.3 △11

Ⅱ　固定負債        

１　社債  600   600   

２　長期借入金  2,415   2,172   

３　退職給付引当金  658   645   

４　役員退職慰労引当金  －   151   

固定負債合計  3,673 21.3  3,568 20.9 △105

負債合計  10,889 63.2  10,773 63.2 △116
        

（少数株主持分）        

少数株主持分  901 5.3  － － －
        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金  2,151 12.5  － － －

Ⅱ　資本剰余金  1,383 8.0  － － －

Ⅲ　利益剰余金  1,000 5.8  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金  754 4.4  － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定  153 0.9  － － －

Ⅵ　自己株式  △11 △0.1  － － －

資本合計  5,431 31.5  － － －

負債、少数株主持分及び資本合計  17,221 100.0  － － －

        
（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － －  2,151 12.6 －

２　資本剰余金  － －  1,383 8.1 －

３　利益剰余金  － －  950 5.6 －

４　自己株式  － －  △8 △0.1 －

株主資本合計  － －  4,476 26.2 －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金  － －  644 3.8 －

２　為替換算調整勘定  － －  220 1.3 －

評価・換算差額等合計  － －  865 5.1 －

Ⅲ　少数株主持分  － －  938 5.5 －

純資産合計  － －  6,278 36.8 －

負債純資産合計  － －  17,051 100.0 －
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(2）連結損益計算書

 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ　売上高  16,049 100.0  16,009 100.0 △40

Ⅱ　売上原価  13,273 82.7  13,539 84.6  

売上総利益  2,776 17.3  2,469 15.4 △307

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,159 13.5  2,142 13.4  

営業利益  617 3.8  327 2.0 △290

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息及び受取配当金 40   59    

２　その他 35 75 0.5 28 86 0.6  

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息 92   91    

２　その他 200 292 1.8 162 252 1.6  

経常利益  400 2.5  161 1.0 △239

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益 107   203    

２　退職給付引当金戻入益 － 107 0.7 17 220 1.4  

Ⅶ　特別損失        

１　減損損失 85       

２　役員退職金 －   93    

３　役員退職慰労引当金繰入額 － 85 0.6 135 227 1.4  

税金等調整前当期純利益  421 2.6  153 1.0 △268

法人税、住民税及び事業税 261   97    

法人税等調整額 (加算)   93 168 1.0 (加算)   42 55 0.4  

少数株主利益  42 0.3  38 0.2  

当期純利益  211 1.3  60 0.4 △151
        

(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分 金額（百万円）

（資本剰余金の部）   

Ⅰ　資本剰余金期首残高  1,383

Ⅱ　資本剰余金増加高   

自己株式処分差益 0 0

Ⅲ　資本剰余金減少高  －

Ⅳ　資本剰余金期末残高  1,383
   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ　利益剰余金期首残高  885

Ⅱ　利益剰余金増加高   

当期純利益 211 211

Ⅲ　利益剰余金減少高   

１　配当金 89  

２　従業員奨励及び福利基金 8 97

Ⅳ　利益剰余金期末残高  1,000
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

平成18年３月31日　残高
（百万円） 2,151 1,383 1,000 △11 4,523

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 (注) － － △53 － △53

剰余金の配当 － － △53 － △53

従業員奨励及び福利基金 － － △4 － △4

当期純利益 － － 60 － 60

自己株式の取得 － － － △2 △2

自己株式の処分 － 0 － 4 5

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） － － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円） － 0 △51 3 △48

平成19年３月31日　残高
（百万円） 2,151 1,383 950 △8 4,476

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円） 754 153 907 901 6,332

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 (注) － － － － △53

剰余金の配当 － － － － △53

従業員奨励及び福利基金 － － － － △4

当期純利益 － － － － 60

自己株式の取得 － － － － △2

自己株式の処分 － － － － 5

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △110 67 △43 37 △6

連結会計年度中の変動額合計
（百万円） △110 67 △43 37 △53

平成19年３月31日　残高
（百万円） 644 220 865 938 6,278

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

対前年比

区分 金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１　税金等調整前当期純利益 421 153  

２　減価償却費 731 709  

３　減損損失 85 －  

４　役員退職慰労引当金の増加 － 151  

５　受取利息及び受取配当金 △40 △59  

６　支払利息 92 91  

７　投資有価証券売却益 △107 △203  

８　売上債権の増加額 △342 △106  

９　たな卸資産の増減額（△は増加） 43 △18  

10　仕入債務の増加額 19 190  

11　その他 43 △85  

小計 945 824 △122

12　利息及び配当金の受取額 48 57  

13　利息の支払額 △91 △91  

14　法人税等の支払額 △240 △206  

営業活動によるキャッシュ・フロー 662 583 △79

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

  １　定期預金の預入による支出 － △597  

  ２　定期預金の払戻による収入 － 47  

３　有形固定資産の取得による支出 △605 △426  

４　有形固定資産の売却による収入 10 3  

５　投資有価証券の取得による支出 △1 △22  

６　投資有価証券の売却による収入 131 494  

７　その他 100 26  

投資活動によるキャッシュ・フロー △365 △474 △109

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入金の純増減額（△は減少） 167 △60  

２　長期借入れによる収入 800 1,200  

３　長期借入金の返済による支出 △1,608 △1,485  

４　社債の発行による収入 300 －  

５　自己株式の取得・売却による収支（△は支出） △1 3  

６　配当金の支払額 △89 △106  

７　少数株主への配当金の支払額 △49 △41  

財務活動によるキャッシュ・フロー △480 △489 △8

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 149 32 △117

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △35 △347 △313

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,438 1,403 △34

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,403 1,056 △347
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 子会社は、すべて連結しております。

連結子会社　６社

会社名　複合工業株式会社

ライニングコンテナー株式会

社

台湾古林股份有限公司

上海古林国際印務有限公司

古林紙工（上海）有限公司

古林包装材料製造（上海）有

限公司

子会社は、すべて連結しております。

連結子会社　６社

会社名　　　同左

２　持分法の適用に関する事

項

(イ)持分法適用会社　０社

(ロ)関連会社金剛運送株式会社は当期純損

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、持分法の適用から除外しておりま

す。

(イ)持分法適用会社　０社

(ロ)　　　　　　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６社の決算日は12月31日であ

ります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、同日

現在の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じ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。

同左

 

４　会計処理基準に関する事

項

  

１）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　たな卸資産

製品

主として売価還元法に基づく原価法

①　たな卸資産

製品

同左

 商品、材料、仕掛品、貯蔵品

主として先入先出法に基づく原価法

商品、材料、仕掛品、貯蔵品

同左

②　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結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

平均法により算定しておりま

す。）

②　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結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しておりま

す。）

 時価のないもの

主として移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

　有形固定資産は、主として定率法

　ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（附属設備を除く）については定額法

によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　７年～50年

機械装置及び運搬具　５年～12年

同左
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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検討し、回収

不能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員に支給する賞与に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

②　賞与引当金

同左

 ③　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およ

び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。なお、数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額を翌

連結会計年度から費用処理することとし

ております。

③　退職給付引当金

同左

 ────── 

 

④　役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規定に基づく期末要支給

額を計上しております。

４）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　在外連結子会社の資産、負債、収益およ

び費用は、決算日の直物為替相場により円

換算し、換算差額は、少数株主持分および

資本の部における為替換算調整勘定に含め

て計上しております。

　在外連結子会社の資産、負債、収益およ

び費用は、決算日の直物為替相場により円

換算し、換算差額は、純資産の部における

為替換算調整勘定および少数株主持分に含

めて計上しております。

５）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。

同左

６）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処理

を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行なっており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って

おります。

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利スワップに

ついては、有効性の評価を省略しており

ます。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

７）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税およ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

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　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結会社の利益処分については、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。

──────

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金およ

び容易に換金可能であり、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

投資からなっております。

同左

 

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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度から「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））および「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。

　これにより税金等調整前当期純利益が、85百万円減少し

ております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき当該資産の金額から直接控除しております。

 ──────

　

 ──────

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

  当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月９

日　企業会計基準第５号)および「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

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８

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。 

  なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は5,340

百万円であります。 

  連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度におけ

る連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作成

しております。 
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ──────

　

 

 

 

（役員退職慰労引当金）

　当社の役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処

理しておりましたが、役員退職慰労金規定の整備に伴い、

役員在任期間にわたって合理的に費用配分し、期間損益の

適正化と財務内容の健全化を図るために、当連結会計年度

より期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方

法に変更しました。

　この変更により、当連結会計年度発生額16百万円は販売

費及び一般管理費へ、過年度相当額135百万円は特別損失

に計上しております。この結果、従来と同一の方法を採用

した場合と比べ、営業利益および経常利益は16百万円、税

金等調整前当期純利益は151百万円減少しております。 

 

　注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

　１　受取手形割引高 230百万円

　２　有形固定資産の減価償却累計額 14,704百万円

　１　受取手形割引高 300百万円

　２　有形固定資産の減価償却累計額 15,042百万円

　３　担保に供している資産の額 　３　担保に供している資産の額

投資有価証券 1,561百万円

有形固定資産 2,609百万円

計 4,171百万円

投資有価証券 971百万円

有形固定資産 2,475百万円

計 3,446百万円

対応する債務 対応する債務

短期借入金 400百万円

長期借入金

（１年内返済分を含む）
3,464百万円

計 3,864百万円

短期借入金 500百万円

長期借入金

（１年内返済分を含む）
3,075百万円

計 3,575百万円

　４　非連結子会社および関連会社に係るもの 　４　非連結子会社および関連会社に係るもの

投資有価証券（株式） 9百万円 投資有価証券（株式） 9百万円

　５　当社の発行済株式総数は、普通株式17,768千株であ

ります。

　５　　　　　　　 ──────

　６　連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式60千

株であります。

　６　　　　　　　 ──────

　７　　　　　　　 ────── 　７　連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年

度末残高に含まれております。 

受取手形 28百万円

支払手形 90百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　１　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、59

百万円であります。

　１　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、58

百万円であります。

　２　当社グループは、以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

　２　　　　　　　 ──────

用途 種類 場所 金額（百万円）

遊休 土地 兵庫県西脇市 85

（経緯）

　上記の土地については、滝野工場社宅予定地として

取得しましたが、現在は遊休資産としております。

　今後の利用計画も無く、地価も著しく下落している

ため、減損損失を認識いたしました。

（グルーピングの方法）

　工場別を基本とし、将来の使用が見込まれていない

遊休資産については個々の物件単位でグルーピングを

しております。

（回収可能価額の算定方法等）

　正味売却価額、取引事例価額基準

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 17,768 － － 17,768

自己株式     

   普通株式 60 7 28 39

(注)　自己株式の普通株式の株式数の増加７千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　　　自己株式の普通株式の株式数の減少28千株は、主にストックオプションの行使による減少であります。 

 

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６月29日

定時株主総会
普通株式 53 3 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月17日

取締役会
普通株式 53 3 平成18年９月30日 平成18年12月20日
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(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

次のとおり、決議を予定しております。

（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６月28日

定時株主総会
普通株式 53 利益剰余金 3 平成19年３月31日 平成19年６月29日

（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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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

現金及び預金勘定 1,403百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
－百万円

現金及び現金同等物 1,403百万円

現金及び預金勘定 1,606百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
550百万円

現金及び現金同等物 1,056百万円

（リース取引関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

（有価証券関係）

前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日）

 種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 1,614 2,868 1,254

(2）その他 16 42 26

小計 1,630 2,911 1,280

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 3 3 △0

(2）その他 10 8 △2

小計 13 11 △2

合計 1,644 2,922 1,278

　（注）　当連結会計年度においては、減損処理を行ったその他有価証券はありません。

　なお、当社グループにおける株式の減損処理の方針は、時価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄すべて

を減損処理の対象とするほか、時価の下落率が30％以上の銘柄についても、個別銘柄毎に時価水準を把握する

とともに、発行体の公表財務諸表ベースでの経営成績の検討等により、総合的に減損処理の要否を決定してお

ります。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

131 107 －
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３　時価評価されていない主な有価証券の主な内容および連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日）

その他有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 105

合計 105

当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成19年３月31日）

 種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 1,323 2,409 1,086

(2）その他 9 19 10

小計 1,332 2,428 1,095

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 28 27 △1

(2）その他 10 8 △2

小計 38 35 △3

合計 1,370 2,463 1,092

　（注）　当連結会計年度においては、減損処理を行ったその他有価証券はありません。

　なお、当社グループにおける株式の減損処理の方針は、時価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄すべて

を減損処理の対象とするほか、時価の下落率が30％以上の銘柄についても、個別銘柄毎に時価水準を把握する

とともに、発行体の公表財務諸表ベースでの経営成績の検討等により、総合的に減損処理の要否を決定してお

ります。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

494 203 －

３　時価評価されていない主な有価証券の主な内容および連結貸借対照表計上額（平成19年３月31日）

その他有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 105

合計 105

（デリバティブ取引関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 

（退職給付関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 

（ストック・オプション等関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 

（税効果会計関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（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17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のパッケージを専ら製造・

販売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のパッケージを専ら製造・

販売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 14,097 1,952 16,049 － 16,049

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 416 416 416 －

計 14,097 2,368 16,465 416 16,049

営業費用 13,547 2,183 15,730 299 15,431

営業利益 550 185 735 117 617

Ⅱ　資産 12,109 3,255 15,364 1,857 17,221

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国、台湾

３　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は163百万円であり、その主なものは、親会

社本社の総務部等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は3,482百万円であり、その主なものは、親会社での余資

運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 13,816 2,193 16,009 － 16,009

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 497 497 497 －

計 13,816 2,690 16,506 497 16,009

営業費用 13,546 2,491 16,037 355 15,682

営業利益 270 199 469 142 327

Ⅱ　資産 12,301 3,354 15,654 1,397 17,051

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国、台湾

３　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は179百万円であり、その主なものは、親会

社本社の総務部等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は3,002百万円であり、その主なものは、親会社での余資

運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

５　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４　会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、当

連結会計年度より期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しました。

これに伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業費用は「日本」が16百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,952 1,952

Ⅱ　連結売上高（百万円） 16,049 16,049

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上の割合（％） 12.2 12.2

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国、台湾

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,193 2,193

Ⅱ　連結売上高（百万円） 16,009 16,009

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上の割合（％） 13.7 13.7

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国、台湾
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決権
等の所
有(被所
有)割合
(％)

関係内容

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

する会社

古林

株式会社

(注)１

神奈川県

鎌倉市
10

不動産

の貸付

被所有

２％

兼任

３名

事務所

の賃借
賃借料 20

差入

保証金
67

　（注）１　当社代表取締役古林徹也およびその近親者が100％を直接所有しております。

２　事務所の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて賃借料を決定しております。

３　古林株式会社との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。

４　取引金額は消費税等抜きの金額であります。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決権
等の所
有(被所
有)割合
(％)

関係内容

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

する会社

古林

株式会社

(注)１

神奈川県

鎌倉市
10

不動産

の貸付

被所有

２％

兼任

１名

事務所

の賃借
賃借料 14

差入

保証金
64

　（注）１　当社代表取締役古林敬碩およびその近親者が100％を直接所有しております。

２　事務所の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて賃借料を決定しております。

３　古林株式会社との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。

４　取引金額は消費税等抜きの金額であります。

 

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 306.42円

１株当たり当期純利益 11.68円

１株当たり純資産額 300.96円

１株当たり当期純利益 3.13円

　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17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益（百万円） 211 60

普通株主に帰属しない金額（百万円） 5 4

（うち利益処分による従業員奨励及び福利基

金への振替額）（百万円）
5 4

普通株式に係る当期純利益（百万円） 207 55

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,709 17,727
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

 
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金  239   307   

２　受取手形  223   241   

３　売掛金  3,467   3,636   

４　商品  259   230   

５　製品  460   532   

６　原材料  17   13   

７　仕掛品  289   287   

８　貯蔵品  16   19   

９　前払費用  86   82   

10　関係会社短期貸付金  972   886   

11　未収入金  281   270   

12　繰延税金資産  62   49   

13　その他  6   22   

貸倒引当金  △1   △1   

流動資産合計  6,376 41.0  6,574 42.9 198

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  763   725   

(2）構築物  48   63   

(3）機械及び装置  1,449   1,411   

(4）車両運搬具  15   11   

(5）工具器具及び備品  121   118   

(6）土地  1,575   1,575   

(7）建設仮勘定  29   29   

有形固定資産合計  4,001 25.7  3,932 25.6 △69

２　無形固定資産        

(1）施設利用権  1   0   

無形固定資産合計  1 0.0  0 0.0 △1

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券  3,027   2,566   

(2）関係会社株式  507   507   

(3）関係会社出資金  1,349   1,349   

(4）長期前払費用  5   9   

(5）繰延税金資産  －   133   

(6）その他  337   296   

貸倒引当金  △40   △24   

投資その他の資産合計  5,184 33.3  4,835 31.5 △348

固定資産合計  9,186 59.0  8,767 57.1 △418

資産合計  15,562 100.0  15,341 100.0 △221
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）        
Ⅰ　流動負債        
１　支払手形  764   901   
２　買掛金  2,624   2,629   
３　短期借入金  950   1,050   
４　一年内に返済予定の長期借入金  1,351   1,309   
５　未払金  338   318   
６　未払費用  74   70   
７　未払法人税等  150   27   
８　預り金  10   9   
９　賞与引当金  132   108   
10　設備関係支払手形  56   22   
11　その他  122   161   
流動負債合計  6,572 42.2  6,603 43.0 31

Ⅱ　固定負債        
１　社債  600   600   
２　長期借入金  2,415   2,172   
３　退職給付引当金  570   566   
４　役員退職慰労引当金  －   151   
５　繰延税金負債  3   －   
固定負債合計  3,589 23.1  3,489 22.8 △100
負債合計  10,160 65.3  10,092 65.8 △68

（資本の部）        

Ⅰ　資本金  2,151 13.8  － － －
Ⅱ　資本剰余金        
１　資本準備金  1,381   －   
２　その他資本剰余金        

自己株式処分差益  2   －   
資本剰余金合計  1,383 8.9  － － －

Ⅲ　利益剰余金        
１　利益準備金  245   －   
２　任意積立金        
(1）退職慰労積立金 53   －    
(2）圧縮記帳積立金 138   －   
(3）別途積立金 310 501  － －   

３　当期未処分利益  379   －   
利益剰余金合計  1,124 7.2  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金  754 4.9  － － －
Ⅴ　自己株式  △11 △0.1  － － －

資本合計  5,402 34.7  － － －
負債・資本合計  15,562 100.0  － － －

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        
１　資本金  － －  2,151 14.0 －
２　資本剰余金        
(1）資本準備金 －   1,381    
(2）その他資本剰余金 －   2    
資本剰余金合計  － －  1,383 9.0 －

３　利益剰余金        
(1）利益準備金 －   245    
(2）その他利益剰余金        

退職慰労積立金 －   53    
圧縮記帳積立金 －   96    
別途積立金 －   460    
繰越利益剰余金 －   225    

利益剰余金合計  － －  1,079 7.0 －
４　自己株式  － －  △8 △0.0 －
株主資本合計  － －  4,605 30.0 －

Ⅱ　評価・換算差額等        
１　その他有価証券評価差額金  － －  644 4.2  
評価・換算差額等合計  － －  644 4.2 －
純資産合計  － －  5,249 34.2 －
負債純資産合計  － －  15,341 100.0 －
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(2）損益計算書

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ　売上高  13,763 100.0  13,296 100.0 △467

Ⅱ　売上原価  11,852 86.1  11,669 87.8  

売上総利益  1,911 13.9  1,627 12.2 △283

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,638 11.9  1,602 12.0  

営業利益  272 2.0  25 0.2 △247

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息及び受取配当金 204   186    

２　その他 45 249 1.8 61 247 1.9  

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息 89   89    

２　その他 102 191 1.4 107 196 1.5  

経常利益  330 2.4  76 0.6 △254

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益 107 107 0.8 203 203 1.5  

Ⅶ　特別損失        

１　減損損失 85   －    

２　役員退職金 －   93    

３　役員退職慰労引当金繰入額 － 85 0.6 135 227 1.7  

税引前当期純利益  351 2.6  51 0.4 △300

法人税、住民税及び事業税 215   37    

法人税等調整額 △94 121 0.9 △46 △10 △0.1  

当期純利益  231 1.7  61 0.5 △170

前期繰越利益  192   －   

中間配当額  44   －   

当期未処分利益  379   －   
        

(3）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18年６月29日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益  379

Ⅱ　任意積立金取崩額   

圧縮記帳積立金取崩額 21 21

合計  400

Ⅲ　利益処分額   

１　配当金 53  

２　別途積立金 150 203

Ⅳ　次期繰越利益  197
   

　（注）１　日付は株主総会承認年月日であります。

２　圧縮記帳積立金取崩額（税効果会計考慮後）は、租税特別措置法に基づくものであります。

３　各期における中間配当金は下記のとおりであります。

前事業年度は、平成17年12月19日に44百万円の中間配当を実施しております。

－ 24 －



株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

その他
資本
剰余金

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

退職
慰労
積立金

圧縮
記帳
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日
　残高（百万円） 2,151 1,381 2 1,383 245 53 138 310 379 1,124 △11 4,647

事業年度中の変動
額

            

剰余金の配当
(注) － － － － － － － － △53 △53 － △53

剰余金の配当 － － － － － － － － △53 △53 － △53

当期純利益 － － － － － － － － 61 61 － 61

圧縮記帳積立金
の取崩 (注) － － － － － － △21 － 21 － － －

圧縮記帳積立金
の取崩 － － － － － － △21 － 21 － － －

別途積立金の積
立 (注) － － － － － － － 150 △150 － － －

自己株式の取得 － － － － － － － － － － △2 △2

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － － － 4 5

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（百万円） － － 0 0 － － △42 150 △154 △45 3 △42

平成19年３月31日
　残高（百万円） 2,151 1,381 2 1,383 245 53 96 460 225 1,079 △8 4,605

 

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３月31日　残高
（百万円） 754 754 5,402

事業年度中の変動額    

剰余金の配当 (注) － － △53

剰余金の配当 － － △53

当期純利益 － － 61

圧縮記帳積立金の取崩 
(注) － － －

圧縮記帳積立金の取崩 － － －

別途積立金の積立 (注) － － －

自己株式の取得 － － △2

自己株式の処分 － － 5

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） △110 △110 △110

事業年度中の変動額合計
（百万円） △110 △110 △152

平成19年３月31日　残高
（百万円） 644 644 5,249

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

①　子会社および関連会社株式

移動平均法による原価法

①　子会社および関連会社株式

同左

 ②　その他有価証券

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）

②　その他有価証券

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

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

①　製品

　売価還元法による原価法

②　商品、原材料、仕掛品、貯蔵品

　先入先出法による原価法

①　製品

同左

②　商品、原材料、仕掛品、貯蔵品

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

①　有形固定資産

　定率法

　ただし滝野工場並びに平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法によっておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　10年～50年

機械及び装置　　　10年～12年

①　有形固定資産

同左

 ②　無形固定資産

　定額法

②　無形固定資産

同左

 ③　長期前払費用

　定額法

③　長期前払費用

同左

４　引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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検討し、回収

不能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員に支給する賞与に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

②　賞与引当金

同左

 ③　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および年金資産

の見込額に基づき計上しております。な

お、数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）の定額法に

より按分した額を翌期から費用処理する

こととしております。

③　退職給付引当金

同左
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  ──────

 

④　役員退職慰労引当金  

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規定に基づく期末

要支給額を計上しております。 
 

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　ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処理

を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って

おります。

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利スワップに

ついては、有効性の評価を省略しており

ます。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

７　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税およ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

 

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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。

　これにより税引前当期純利益が、85百万円減少しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき当該資産の金額から直接控除しております。

　──────
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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等） 

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準第５号)および「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」(企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８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。 

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は5,249

百万円であります。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務

諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

  ──────

 

 

 

（役員退職慰労引当金）

　役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理して

おりましたが、役員退職慰労金規定の整備に伴い、役員在

任期間にわたって合理的に費用配分し、期間損益の適正化

と財務内容の健全化を図るために、当事業年度より期末要

支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更し

ました。 

　この変更により、当期発生額16百万円は販売費及び一般

管理費へ、過年度相当額135百万円は特別損失に計上して

おります。この結果、従来と同一の方法を採用した場合と

比べ、営業利益および経常利益は16百万円、税引前当期純

利益は151百万円減少しております。

 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

　１　有形固定資産の減価償却累計額

 10,151百万円

　１　有形固定資産の減価償却累計額

 10,188百万円

　２　このうち次のとおり債務の担保に供しております。 　２　このうち次のとおり債務の担保に供しております。

１　担保資産

(1）財団抵当

１　担保資産

(1）財団抵当

戸塚工場および滝野工場の工場財団（土地・

建物・構築物・機械及び装置等の一部）

 2,609百万円

(2）投資有価証券 1,561百万円

戸塚工場および滝野工場の工場財団（土地・

建物・構築物・機械及び装置等の一部）

 2,475百万円

(2）投資有価証券 971百万円

２　対応する債務 ２　対応する債務

短期借入金 400百万円

長期借入金

（１年内返済分を含む）
3,464百万円

短期借入金 500百万円

長期借入金

（１年内返済分を含む）
3,075百万円

　３　授権株数　　　　　 普通株式 60,000千株

発行済株式総数　　 普通株式 17,768千株

　３　　　　　　　　──────　  

　４　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式60千株で

あります。

　４　　　　　　　　──────　
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

　５　このほか 　５　このほか

受取手形割引高 230百万円 受取手形割引高 300百万円

　６　関係会社項目

　関係会社に対する資産および負債で、区分掲記した

以外で各科目に含まれている主要なものは次のとおり

であります。

　６　関係会社項目

　関係会社に対する資産および負債で、区分掲記した

以外で各科目に含まれている主要なものは次のとおり

であります。

未収入金 254百万円

買掛金 307百万円

未収入金 228百万円

買掛金 302百万円

　７　保証債務 　７　保証債務

古林紙工（上海）有限公司の銀行借入金保証

 100百万円

古林紙工（上海）有限公司の銀行借入金保証

 50百万円

　８　　　　　　　　──────　 　８　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

　なお、当期末日は金融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

 

  

受取手形 28百万円 

支払手形 90百万円 

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　１　別掲以外に関係会社からのものが次のとおり含まれ

ております。

　１　別掲以外に関係会社からのものが次のとおり含まれ

ております。

売上原価・販売費及び一般管

理費
3,523百万円

受取利息及び受取配当金 166百万円

売上原価・販売費及び一般管

理費
3,367百万円

受取利息及び受取配当金 148百万円

　２　当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。

　２　　　　　　 　──────

用途 種類 場所 金額（百万円）

遊休 土地 兵庫県西脇市 85

（経緯）

　上記の土地については、滝野工場社宅予定地として

取得しましたが、現在は遊休資産としております。

　今後の利用計画も無く、地価も著しく下落している

ため、減損損失を認識いたしました。

（グルーピングの方法）

　工場別を基本とし、将来の使用が見込まれていない

遊休資産については個々の物件単位でグルーピングを

しております。

（回収可能価額の算定方法等）

　正味売却価額、取引事例価額基準

　３　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は59百

万円であります。

　３　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は58百

万円であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 60 7 28 39

合計 60 7 28 39

(注)　自己株式の普通株式の株式数の増加７千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　　　自己株式の普通株式の株式数の減少28千株は、主にストックオプションの行使による減少であります。 

 

（リース取引関係）

    決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）および当事業年度（自　平成18年４月１日　至　

平成19年３月31日）のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 305.03円

１株当たり当期純利益 13.02円

１株当たり純資産額 296.08円

１株当たり当期純利益 3.43円

　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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益（百万円） 231 61

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 231 61

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,709 17,727
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