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１．平成19年５月期の業績（平成18年６月１日～平成19年５月31日）

（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）

(1）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５月期 8,611 2.7 828 5.6 848 5.3 486 14.8

18年５月期 8,385 △1.9 784 △18.3 805 △16.6 423 △20.4

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５月期 69 65  － 8.5 9.4 9.6

18年５月期 60 63  － 8.1 9.4 9.4

（参考）持分法投資損益 19年５月期 －百万円 18年５月期 －百万円

(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

19年５月期 9,224 5,946 64.5 850 91

18年５月期 8,749 5,547 63.4 793 50

（参考）自己資本 19年５月期 5,946百万円 18年５月期 5,547百万円

(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

19年５月期 706 △654 △72 405

18年５月期 472 △209 △72 424

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
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年５月期 5 00 5 00 10 00 69 16.5 1.3

19年５月期 5 00 7 00 12 00 83 17.2 1.5

20年５月期（予想） 5 00 5 00 10 00 － 33.1 －

 （注）19年5月期　期末配当金の内訳　普通配当５円、記念配当(創立100周年記念)２円

３．平成20年５月期の業績予想（平成19年６月１日～平成20年５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 4,500 △0.3 180 △59.1 200 △56.3 106 △60.9 15 17

通期 8,700 1.0 370 △55.3 390 △54.0 211 △56.7 30 19
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、17ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。

(2）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５月期 7,000,000株 18年５月期 7,000,000株

②　期末自己株式数 19年５月期 11,159株 18年５月期 8,498株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　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．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当期におけるわが国の経済は、企業の生産や収益の改善に伴う設備投資の拡大が続くなか、個人消費も持ち直しの傾

向にあって、緩やかな景気回復基調をたどりました。このような情勢にもかかわらず、紙パルプ産業においては、原燃

料価格が高騰するなど業界を取り巻く環境は厳しい状況のもとで推移しました。

　こうした状況のなか、当社は営業力の強化をはじめ販売に見合った生産と価格重視の体制を堅持しつつ、効率的生産

体制の推進、経営全般にわたるコスト低減など収益の向上に向けた取り組みを行ってまいりました。これらの施策のも

と、当期の業績は、板紙事業分野では、板紙の販売数量は需要全体の伸びなやみのなか、若干減少いたしましたが、期

初から新価格体系への移行が実現し、価格は一定の水準で推移した結果、売上高は前期を上回りました。利益面では、

主原料の古紙価格高騰がコスト負担につながり収益圧迫要因となりましたが、製品の新価格体系の移行要因に加え、昨

年11月燃料を重油からガスへ転換したガスタービン発電設備運転開始による電力燃料費低減効果などにより業績は前期

を上回りました。美粧段ボール事業分野では、段ボール原紙価格の上昇を受け、取り組んできた製品価格修正は当初の

目標には至りませんが、拡販政策の推進強化などにより業績は前期を上回りました。

　その結果、当期の売上高は、8,611百万円（前期比2.7％増）、営業利益は、828百万円（同5.6％増）、経常利益は、

848百万円（同5.3％増）、当期純利益は、486百万円（同14.8％増）となりました。

(2）財政状態に関する分析

　総資産は9,224百万円で、前期末の8,749百万円に比べ475百万円の増加となりました。主な内訳は、流動資産が141

百万円の増加、固定資産が333百万円の増加であります。

　流動資産の増加は主としてたな卸資産の増加104百万円によるものであります。固定資産増加の内訳は、有形固定資

産の増加358百万円、無形固定資産の減少2百万円、投資その他の資産の減少22百万円であります。有形固定資産の増

加はガスタービン発電設備等の取得によるものであり、投資その他の資産の減少は、株価下落に伴う投資有価証券の

時価評価減によるものであります。

　負債は3,277百万円で前期末の3,201百万円に比べ76百万円の増加となりました。主な内訳は、支払手形の増加153百

万円、未払金の減少117百万円、未払法人税等の増加111百万円であります。

　純資産は5,946百万円で、前期の5,547百万円に比べ399百万円の増加となりました。主な要因は、利益剰余金の増加

416百万円であります。

　当期のキャッシュ・フローは、営業活動で得た資金706百万円のうち、654百万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405百万円となりま

した。

平成17年５月期 平成18年５月期 平成19年５月期

自己資本比率（％） 59.3 63.4 64.5

時価ベースの自己資本比率（％） 49.9 44.1 44.1

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 203.9 － 688.7

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。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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。

　この配当方針にもとづき、当期の期末配当につきましては、１株当たり普通配当５円に記念配当（創立100周年記

念）２円を加え７円を予定しており、中間配当５円と合わせた年間配当金は１株当たり１２円となります。

　また、次期の配当金につきましては、年間普通配当は当期と同様、中間配当５円、期末配当５円、年間１０円を予

定しております。

(4）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

　当社が購入する原燃料価格に関しては、主原料の古紙は中国・アジア地域と国内需給動向によって、主燃料の天

然ガスは国際市況によってそれぞれ価格が変動し、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。

２．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。

 

３．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）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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(3）中長期的な会社の経営戦略

　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。

　また、長期的戦略として、老朽化しつつある板紙を製造する抄紙設備のスクラップアンドビルドを実施のうえ、一

層のコスト競争力を高めさらなる飛躍を目指してまいります。 

(4）会社の対処すべき課題

　今後の国内景気は緩やかな回復基調が続くものと予想されますが、紙パルプ産業においては原燃料価格高騰を受け、

取り巻く環境は一層厳しいものとなっております。

　当社においては、主原料古紙価格の大幅な高騰によりもはやコスト削減努力の限界を超えている現状のもと、適正

価格への移行を更に推進するとともに、以下の項目を重点課題として全社一丸となって目標の達成に向けて更なる努

力を重ねてまいります。

  ・営業力の強化

 　　 顧客ニーズのきめ細かな対応、短納期対応能力の強化、生販一体化体制による顧客サービスの強化などの施策

をもって役職員一丸となって販売活動を強力に推進してまいります。

  ・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の認識にたち、原材料等の価格高騰に対処するため、主原料、副資材など

の調達にあたっては、徹底した有利調達を強力に推進するなど、すべてのコスト低減策に取り組むとともに、

時間もコストであるとの認識を全社共有し、人材の有効活用、ロス時間の短縮など更なる生産効率の向上に努

め一層のコスト競争力の強化を目指してまいります。

 　　  また、新ガスタービン発電設備の運転開始によりユーティリィティコストの引き下げは実現したものの、更な

るコスト低減と効率化などを図り、設備のオペレーションに万全を期してまいります。

  ・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く業務活動の強化推進

を図るとともに、企業が持続可能な成長を続けるためには、企業の社会的責任を果たすことが不可欠の要件で

あることを重視のうえ、これらの理念を軸とした活動を推進し、社会の要請に応えてまいります。

  ・内部統制システムの整備

 　　 昨年５月に会社法の規定にもとづき業務の適正を確保するために必要な内部統制の基本方針を決定し、この基

本方針に則した業務の遂行とともに、更には財務報告の信頼性を確保するための体制の整備を推進してまいり

ます。

 

(5）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。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年5月31日）
当事業年度

（平成19年5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   594,996   575,384  △19,612

２．受取手形   1,401,876   1,266,117  △135,758

３．売掛金   1,482,455   1,651,206  168,750

４．商品   6,513   5,412  △1,100

５．製品   238,806   281,492  42,685

６．原材料   117,536   162,233  44,697

７．仕掛品   27,912   31,904  3,991

８．貯蔵品   100,159   114,058  13,899

９．前払費用   17,747   20,138  2,391

10．繰延税金資産   113,899   113,692  △207

11．その他   2,451   24,533  22,082

貸倒引当金   △2,000   △2,000  －

流動資産合計   4,102,355 46.9  4,244,175 46.0 141,819
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前事業年度

（平成18年5月31日）
当事業年度

（平成19年5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）

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物 *１ 2,071,299   2,096,514    

減価償却累計額  1,105,045 966,254  1,160,899 935,614  △30,639

(2）構築物 *１ 394,430   392,841    

減価償却累計額  243,211 151,218  245,567 147,273  △3,945

(3）機械及び装置 *1*2 8,790,446   9,420,939    

減価償却累計額  7,429,450 1,360,996  7,600,885 1,820,054  459,057

(4）車両運搬具  22,549   22,549    

減価償却累計額  21,301 1,248  21,422 1,127  △121

(5）工具器具備品 *１ 96,291   96,600    

減価償却累計額  74,516 21,775  78,800 17,799  △3,975

(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   2,737,702 31.3  3,096,323 33.6 358,621

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   3,926   1,751  △2,175

(2）電話加入権   1,269   1,269  －

無形固定資産合計   5,196 0.0  3,020 0.0 △2,175

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,890,762   1,867,449  △23,312

(2）出資金   9,793   9,793  －

(3）その他   3,314   4,134  820

投資その他の資産合計   1,903,869 21.8  1,881,377 20.4 △22,492

固定資産合計   4,646,768 53.1  4,980,721 54.0 333,953

資産合計   8,749,124 100.0  9,224,896 100.0 475,772
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前事業年度

（平成18年5月31日）
当事業年度

（平成19年5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）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   1,125,912   1,279,296  153,383

２．買掛金   294,393   319,388  24,994

３．未払金   381,335   264,046  △117,289

４．未払費用   270,903   248,856  △22,047

５．未払法人税等   96,892   208,134  111,241

６．未払消費税等   8,789   －  △8,789

７．預り金   5,669   5,083  △585

８．設備支払手形   69,070   28,612  △40,457

９．役員賞与引当金   27,000   －  △27,000

10．その他   1,132   77  △1,055

流動負債合計   2,281,100 26.1  2,353,495 25.5 72,395

Ⅱ　固定負債         

１. 繰延税金負債   327,368   314,358  △13,009

２．退職給付引当金   467,124   472,004  4,880

３．役員退職慰労引当金   125,743   138,136  12,393

固定負債合計   920,236 10.5  924,499 10.0 4,263

負債合計   3,201,336 36.6  3,277,994 35.5 76,658
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前事業年度

（平成18年5月31日）
当事業年度

（平成19年5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）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

  １.　資本金   821,070 9.4  821,070 8.9 －

　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 8.4  734,950 8.0 －

　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  1,952,738   2,369,666    

 利益剰余金合計   3,152,157 36.0  3,569,086 38.7 416,928

  ４.  自己株式   △3,577 △0.0  △5,058 △0.1 △1,480

 株主資本合計   4,704,599 53.8  5,120,047 55.5 415,448

Ⅱ　評価・換算差額等         

  １.その他有価証券評価差額
金

 843,188   826,854    

 評価・換算差額等合計   843,188 9.6  826,854 9.0 △16,334

 純資産合計   5,547,788 63.4  5,946,901 64.5 399,113

 負債・純資産合計   8,749,124 100.0  9,224,896 100.0 475,772
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５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   8,385,561 100.0  8,611,065 100.0 225,504

Ⅱ　売上原価         

１．期首製品・商品たな卸
高

 254,493   245,320    

２．当期製品製造原価 *2 5,945,062   6,151,088    

３．当期商品仕入高  348,308   321,984    

合計  6,547,864   6,718,393    

４．他勘定振替高 *1 1,891   789    

５．期末製品・商品たな卸
高

 245,320 6,300,652 75.1 286,905 6,430,698 74.7 130,046

売上総利益   2,084,909 24.9  2,180,366 25.3 95,457

Ⅲ　販売費及び一般管理費 *2        

１．運送費  674,695   683,275    

２．保管料  6,748   7,207    

３．販売手数料  11,396   31,125    

４．役員報酬  55,658   86,615    

５．従業員給料及び賞与  238,008   241,926    

６. 役員賞与引当金繰入
額 

 27,000   －    

７．福利厚生費  43,272   45,125    

８．退職給付費用  10,481   8,174    

９．役員退職金  520   －    

10. 役員退職慰労引当金繰
入額

 11,060   12,393    

11．支払手数料  43,348   42,413    

12．賃借料  7,223   8,856    

13．減価償却費  22,646   22,456    

14．その他  148,526 1,300,587 15.5 162,247 1,351,817 15.7 51,229

営業利益   784,322 9.4  828,549 9.6 44,227
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前事業年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５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）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  45   282    

２．受取配当金  15,006   18,161    

３．受取賃貸料  4,510   3,826    

４. 保険金収入  7,358   1,164    

５．その他  4,022 30,943 0.3 1,519 24,954 0.3 △5,989

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  －   1,026    

２．売上割引  9,909   4,214    

３．その他  121 10,030 0.1 2 5,243 0.0 △4,787

経常利益   805,234 9.6  848,260 9.9 43,025

Ⅵ　特別利益         

１．国庫補助金収入  － － － 252,333 252,333 2.9 252,333

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 *3 32,352   5,519    

２．固定資産圧縮損  －   252,253    

３. 投資有価証券評価損  87 32,440 0.4 － 257,773 3.0 225,333

税引前当期純利益   772,794 9.2  842,820 9.8 70,025

法人税、住民税及び事
業税

 309,044   357,694    

法人税等調整額  39,766 348,810 4.1 △1,712 355,982 4.1 7,171

当期純利益   423,984 5.1  486,837 5.7 62,853
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５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）

Ⅰ材料費   2,799,009 47.1  3,113,818 50.6 314,808

Ⅱ労務費   895,053 15.1  901,620 14.6 6,566

Ⅲ経費 *2  2,249,481 37.8  2,139,642 34.8 △109,839

当期総製造費用   5,943,544 100.0  6,155,080 100.0 211,536

期首仕掛品たな卸高   29,430   27,912  △1,518

合計   5,972,975   6,182,993  210,018

期末仕掛品たな卸高   27,912   31,904  3,991

当期製品製造原価   5,945,062   6,151,088  206,026

         

(注) 前事業年度
（自　平成17年６月１日

　　至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日

　　至　平成19年５月31日）

 
1.原価計算の方法

板紙関連品は組別総合原価計算

美粧段ボール関連品は個別原価計算

 

1.原価計算の方法

同左

 

 

 *2.経費の主たるもの  *2.経費の主たるもの

電力料 633,146 千円

燃料費 493,101  

減価償却費 282,378  

外注加工費 100,404  

電力料 539,035 千円

燃料費 461,318  

減価償却費 241,380  

外注加工費 135,424  
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(3）株主資本等変動計算書

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
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当事業年度（自平成18年6月1日　至平成19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

事業年度中の変動額

剰余金の配当       △34,957 △34,957  △34,957

剰余金の配当（中間配当額）       △34,951 △34,951  △34,951

当期純利益       486,837 486,837  486,837

自己株式の取得         △1,480 △1,480

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）
－ － － － － － 416,928 416,928 △1,480 415,448

平成19年5月31日　残高

（千円）
821,070 734,950 734,950 50,000 58,000 1,091,419 2,369,666 3,569,086 △5,058 5,120,047

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △34,957

剰余金の配当（中間配当額）   △34,951

当期純利益   486,837

自己株式の取得   △1,480

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△16,334 △16,334 △16,334

事業年度中の変動額合計

（千円）
△16,334 △16,334 399,113

平成19年5月31日　残高

（千円）
826,854 826,854 5,946,901
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５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）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前当期純利益  772,794 842,820 70,025

減価償却費  305,142 263,913 △41,228

退職給付引当金の増加
額

 14,425 4,880 △9,545

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 △7,313 12,393 19,706

役員賞与引当金の増減
額(減少:△)

 27,000 △27,000 △54,000

受取利息及び受取配当
金

 △15,051 △18,444 △3,392

支払利息  － 1,026 1,026

国庫補助金収入  － △252,333 △252,333

固定資産圧縮損  － 252,253 252,253

有形固定資産除売却損  13,726 5,024 △8,702

売上債権の増加額　  △19,553 △32,991 △13,438

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 24,149 △104,173 △128,323

仕入債務の増減額(減
少:△)

 △25,795 178,377 204,173

その他  △150,575 △171,062 △20,487

小計  938,950 954,683 15,733

法人税等の支払額  △466,807 △247,841 218,966

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 472,142 706,842 234,699
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前事業年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５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）

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

 △225,891 △919,370 △693,478

国庫補助金の受入れに
よる収入

 － 252,333 252,333

投資有価証券の取得に
よる支出

 △4,326 △4,112 214

利息及び配当金の受取
額

 15,015 17,876 2,860

その他  5,340 △825 △6,165

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △209,861 △654,098 △444,236

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の借入れに
よる収入

 － 308,182 308,182

短期借入金の返済によ
る支出

 － △308,182 △308,182

利息の支払額  △45 △1,026 △980

配当金の支払額  △70,046 △69,849 196

自己株式の取得による
支出

 △2,170 △1,480 690

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △72,262 △72,356 △93

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

 190,018 △19,612 △209,630

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 234,978 424,996 190,018

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

 424,996 405,384 △19,612
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(5)重要な会計方針の変更

項目
前事業年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１．有価証券の評価基準及び評価方法 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

 

 　　　　 　同　　　左

 

 

 

  

２．たな卸資産の評価基準及び評価方

法

原料、貯蔵品 

　移動平均法による原価法

商品、製品、仕掛品 

（板紙関連品）

 　移動平均法による原価法

 （美粧段ボール関連品）

 　個別法による原価法

 

 　　　　 　同　　　左

 

 

３．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。

  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

　　　       ────

(1）有形固定資産

 　　　　　同　　  左

 

 

 

 

(2）無形固定資産

 　　　　　同　　　左

 

  

(会計方針の変更)

当事業年度より、法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降取得の有形

固定資産については、改正法人税法に

規定する償却方法により、減価償却費

を計算しております。

なお、この変更に伴う営業利益、経常

利益、税引前当期純利益に与える影響

は軽微であります。 
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項目
前事業年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

４．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。 

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度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、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。

(1）貸倒引当金

　　 　　　同　　　左

 

 

 

  

(2）退職給付引当金

 　　　　　同　　　左

 

 

(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、当事業年度より役員

賞与引当金の計上はおこなっておりま

せん。

 (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）役員退職慰労引当金

 　　　　　同　　　左

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

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
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19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

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 （損益計算書）

　前期まで営業外収益の「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。

　　　       ────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年5月31日）

当事業年度
（平成19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

＊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

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  

建物        935,614 千円

構築物        147,210  

機械装置          1,819,781  

工具器具備品       17,658  

土地        168,196  

計          3,088,461  

　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 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  

建物       911,539 千円

構築物        147,210  

機械装置          1,819,781  

工具器具備品       17,658  

土地        167,725  

計          3,063,915  

（2）上記に対応する債務 （2）上記に対応する債務

　　　       ──── 　　　       ────

＊２　       ──── ＊２.国庫補助金の受入れによる有形固定資産の圧縮記帳

額

 　　機械装置

　　　　当期圧縮記帳額　　　　　　　　252,253千円

　　　　圧縮記帳累計額　　　　　　　　252,253千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19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

　一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費

＊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

 13,248 千円    13,056 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 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  

建物      160 千円

構築物 3,530  

機械装置      1,307  

工具器具備品 24  

撤去費用 　      495  

計 5,519  
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（株主資本等変動計算書関係）

 前事業年度（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）

 発行済株式     

 　普通株式                7,000 － －               7,000

 自己株式     

 　普通株式(注)                    4                    3 －                   8

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加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

 当事業年度（自　平成18年6月1日　至　平成19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）

 発行済株式     

 　普通株式                7,000 － －               7,000 

 自己株式     

 　普通株式(注)                    8                    2 －                  11

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、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25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

 平成19年1月19日

　　取締役会
 普通株式                34                 5  平成18年11月30日  平成19年2月9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）
配当の原資

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

 平成19年8月28日

　定時株主総会
 普通株式           48  利益剰余金           　  7  平成19年5月31日平成19年8月29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17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19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

（平成18年5月31日現在）

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19年5月31日現在）

  

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  

  

現金及び預金勘定 575,384 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 405,384  

  

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19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

(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

(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 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

 
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 42,856 18,937 23,919

工具器具備品 6,017 1,704 4,312

合計 48,874 20,642 28,231

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 10,281千円

１年超 21,874千円

合計 32,155千円

１年内       10,589千円

１年超       17,642千円

合計       28,231千円

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 9,027千円

減価償却費相当額 9,027千円

支払リース料      10,689千円

減価償却費相当額      10,689千円

(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、残存価格を零とする定

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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（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

 種類

前事業年度（平成18年5月31日） 当事業年度（平成19年5月31日）

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）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

　　株式 305,212 1,745,341 1,440,128 309,324 1,743,686 1,434,361

小計 305,212 1,745,341 1,440,128 309,324 1,743,686 1,434,361

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

　　株式 161,093 136,660 △24,433 161,093 115,003 △46,090

小計 161,093 136,660 △24,433 161,093 115,003 △46,090

合計 466,306 1,882,001 1,415,695 470,418 1,858,689 1,388,270

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
前事業年度（平成18年5月31日） 当事業年度（平成19年5月31日）

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
8,760 8,760

（デリバティブ取引関係）

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。

当事業年度（自平成18年6月1日　至平成19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。

（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．退職給付債務に関する事項

 
前事業年度

（平成18年5月31日）
当事業年度

（平成19年5月31日）

退職給付債務   

退職給付引当金 467,124千円        472,004千円

３．退職給付費用に関する事項

 
前事業年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

退職給付費用   

勤務費用 50,287千円  　 46,299千円　

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18年5月31日）

当事業年度
（平成19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17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19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 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  

繰延税金資産   

退職給付引当金 190,878千円

役員退職慰労引当金 55,862  

未払費用 87,712  

未払事業税 16,468  

その他 14,897  

 繰延税金資産小計 365,819  

評価性引当金 △5,068  

繰延税金資産合計 360,750  

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 561,416  

繰延税金負債の純額 200,666  

　うち、「流動資産」の計上額 113,692  

　うち、「固定負債」の計上額 314,358  

（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 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％

　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

の間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注

記を省略しております。

（持分法損益等）

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。

当事業年度（自平成18年6月1日　至平成19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。

当事業年度（自平成18年6月1日　至平成19年5月31日）

属性 　氏　　名 住所
資本金又
は出資金
(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
（人）

事業上の
関係

役員 岡﨑　彬
 岡山県

 岡山市
－

岡山瓦斯㈱

代表取締役

社長

 直接　0.4 －       －
産業用ガス購

入取引等
420,636  未払金 57,235

　（注）１．取引条件及び取引条件等の決定方針等

　　　　　　「ガス需給に関する基本契約書」及び「ガス需給契約書」を締結して市場価格で購入しております。

２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１株当たり純資産額（円） 793.50 850.91

１株当たり当期純利益金額（円） 60.63 69.65

 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。

同　　　左

　（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。

 
前事業年度

(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

当事業年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 423,984 486,837

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） （　　－） (    －) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 423,984 486,837

期中平均株式数（株） 6,992,996 6,990,276

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　（ストック・オプション等）

　該当事項はありません。

　 (企業結合等)

　該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

① 代表者の異動

　該当事項はありません。

 

(2）その他

 

①生産実績

品目

前事業年度
自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日

当事業年度
自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

板紙 6,825,588 80.8 7,027,976 80.7

美粧段ボール 1,623,279 19.2 1,678,177 19.3

合計 8,448,868 100.0 8,706,153 100.0

　（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

前事業年度
自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日

当事業年度
自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

板紙 6,762,282 80.6 6,932,888 80.5

美粧段ボール 1,623,279 19.4 1,678,177 19.5

合計 8,385,561 100.0 8,611,065 100.0

　（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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