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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 8,400 3.9 175 △26.7 108 △32.0 47 △47.9

18年９月中間期 8,083 2.6 239 △25.6 159 △30.4 90 △40.0

19年３月期 16,009 － 327 － 161 － 60 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 2 53 － －

18年９月中間期 4 93 － －

19年３月期 3 13 － －
（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19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９月中間期 17,556 6,354 30.6 303 14

18年９月中間期 17,494 6,233 30.6 302 35

19年３月期 17,051 6,278 31.3 300 96
（参考）自己資本 19年９月中間期5,376百万円 18年９月中間期5,361百万円 19年３月期5,340百万円

(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９月中間期 171 △516 38 778

18年９月中間期 △88 △164 242 1,373

19年３月期 583 △474 △489 1,056

２．配当の状況
１株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 3 00 3 00 6 00

20年３月期 3 00 －
20年３月期（予想） － 3 00 6 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 17,000 6.2 380 16.2 200 24.2 70 16.7 3 74
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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）中間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（中間連結財務諸表作成

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　　　　　　　　無

（注）詳細は、13ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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９月
中間期

17,768,203株
18年９月
中間期

17,768,203株 19年３月期 17,768,203株

②　期末自己株式数
19年９月
中間期

39,772株
18年９月
中間期

43,580株 19年３月期 38,596株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 7,117 5.2 △6 － △31 － △23 －

18年９月中間期 6,764 △2.1 84 △48.5 48 △54.5 13 △81.8

19年３月期 13,296 － 25 － 76 － 61 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △1 30

18年９月中間期 0 72

19年３月期 3 43

(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９月中間期 15,373 5,116 33.3 288 60

18年９月中間期 15,557 5,285 34.0 298 19

19年３月期 15,341 5,249 34.2 296 08
（参考）自己資本 19年９月中間期5,116百万円 18年９月中間期5,285百万円 19年３月期5,249百万円

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 14,000 5.3 40 60.0 80 5.3 50 △18.0 2 82

※　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。

実際の業績は、今後様々な要因によって、予想数値と異なる結果となる可能性があります。上

記業績予想に関する事項は、添付資料の３ページを参照してください。

なお、業績予想は平成19年３月期決算短信（平成19年５月18日開示）における業績予想から変

更いたしております。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な原油価格高騰、米国経済の減

速懸念等の翳りが背景にあるものの、大手企業を中心に企業業績は堅調に推移してお

り、好調な設備投資、雇用情勢の改善等、概ね緩やかな回復基調を持続しております。

 また中国市場は引続き高い成長を維持しております。

 このような中、当社グループは、付加価値の高いパッケージの受注と受注量の拡大

をめざし、積極的な営業活動をすすめる一方、生産の効率化、品質の安定と向上に努

めてまいりましたが、原材料価格の上昇、受注競争の一層の激化等、依然として厳し

い経営環境が続いております。

 その結果、連結売上高は8,400百万円（前年同期比3.9%増）となりました。利益面で

は、材料価格上昇の吸収不足や、法人税法改正に伴う減価償却費の負担増等により、

営業利益は175百万円（前年同期比26.7%減）、経常利益は108百万円（前年同期比32.0%

減）、中間純利益は47百万円（前年同期比47.9%減）となりました。

 通期の見通しにつきましては、国内景気は緩やかな上昇傾向を持続し、雇用の改善

から個人消費にも徐々に好影響が現れてくるものと考えられますが、一方原油価格の

高騰による材料価格の更なる上昇等、厳しい環境が予測されます。

 このような中、当社グループといたしましては、より一層経営の効率化をすすめ、

経営基盤の強化と業績の向上に努めてまいります。

 通期業績予想といたしましては、売上高 17,000百万円、営業利益 380百万円、経常

利益200百万円、当期純利益70百万円を予定しております。

(2）財政状態に関する分析

資産、負債、純資産およびキャッシュ・フローの状況に関する分析 

 当中間連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、504百万円

増加し、17,556百万円となりました。これは、流動資産が前連結会計年度末比553百万

円の増加、固定資産のうち有形固定資産が４百万円の減少および投資その他の資産が

56百万円減少したこと等によるものであります。

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、429百万円増加し、11,202百万円と

なりました。これは、短期借入金の増加等によるものであります。

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、75百万円増加し、6,354百万円と

なりました。

 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

 当中間連結会計期間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、277百万円の減少となり、当中間連結会計期間末は778百万円となり

ました。
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 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は、171百万円となりました。

これは、税金等調整前中間純利益が92百万円、減価償却費が368百万円あったこと等に

よるものであります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は、516百万円となりました。

これは、主に印刷紙器関連設備投資292百万円を行ったこと等によるものであります。

 （資金活動によるキャッシュ・フロー）

 当中間連結会計期間において財務活動による資金の増加は、38百万円となりました。

これは、主に短期借入金の純増加額259百万円等によるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率（％） 26.3 28.1 31.5 31.3 30.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
16.9 28.4 30.0 23.8 20.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
8.0 5.2 8.2 8.7 15.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
7.7 10.2 7.2 6.4 3.8

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

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

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

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

 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、当中間期については１株当たり３円の中間配当を行うことを決

議いたしました。
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２．企業集団の状況
 

　最近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内
容）」および「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

 当社グループは、「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

場を作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

 当社グループは、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つく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．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中
間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

増減
(百万円) 金額（百万円） 構成比

（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   1,407   1,565    1,606  

２　受取手形及び
売掛金

※４  4,864   4,992    4,471  

３　たな卸資産   1,543   1,646    1,666  

４　繰延税金資産   68   98    61  

５　その他   210   218    161  

貸倒引当金   △3   △3    △1  

流動資産合計   8,088 46.2  8,515 48.5 427  7,963 46.7

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※1,2           

(1）建物及び構
築物  1,451   1,416    1,437   

(2）機械装置及
び運搬具  2,553   2,424    2,495   

(3）土地  1,689   1,689    1,689   

(4）建設仮勘定  47   113    37   

(5）その他  174 5,914  172 5,814  △100 161 5,819  

２　無形固定資産   92   107  15  95  

３　投資その他の
資産            

(1）投資有価証
券

※２ 2,900   2,494    2,575   

(2）繰延税金資
産  208   303    284   

(3）その他  331   338    341   

貸倒引当金  △40 3,399  △16 3,119  △280 △24 3,175  

固定資産合計   9,406 53.8  9,040 51.5 △365  9,089 53.3

資産合計   17,494 100.0  17,556 100.0 62  17,051 100.0
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  前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中
間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

増減
(百万円) 金額（百万円） 構成比

（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形及び
買掛金

※４  3,917   4,222    3,956  

２　短期借入金 ※２  2,810   2,521    2,305  

３　一年内償還社
債   －   300    －  

４　未払法人税等   33   35    54  

５　賞与引当金   121   119    110  

６　その他   796   871    780  

流動負債合計   7,678 43.9  8,068 46.0 390  7,205 42.3

Ⅱ　固定負債            

１　社債   600   300    600  

２　長期借入金 ※２  2,344   2,085    2,172  

３　退職給付引当
金   639   622    645  

４　役員退職慰労
引当金   －   128    151  

固定負債合計   3,583 20.5  3,134 17.8 △449  3,568 20.9

負債合計   11,261 64.4  11,202 63.8 △59  10,773 63.2

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   2,151   2,151    2,151  

２　資本剰余金   1,383   1,383    1,383  

３　利益剰余金   1,035   938    950  

４　自己株式   △9   △8    △8  

株主資本合計   4,560 26.0  4,464 25.4 △96  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   677   588    644  

２　為替換算調整
勘定   125   324    220  

評価・換算差額
等合計   801 4.6  912 5.2 111  865 5.1

Ⅲ　少数株主持分   872 5.0  977 5.6 106  938 5.5

純資産合計   6,233 35.6  6,354 36.2 121  6,278 36.8

負債純資産合計   17,494 100.0  17,556 100.0 62  17,051 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中
間期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 注記
番号 金額（百万円） 百分比

（％） 金額（百万円） 百分比
（％）

増減
(百万円) 金額（百万円） 百分比

（％）

Ⅰ　売上高   8,083 100.0  8,400 100.0 317  16,009 100.0

Ⅱ　売上原価   6,804 84.2  7,129 84.9 325  13,539 84.6

売上総利益   1,279 15.8  1,271 15.1 △8  2,469 15.4

Ⅲ　販売費及び一般
管理費            

１　運送費  312   337    622   

２　給与手当  375   377    750   

３　賞与引当金繰
入額  35   35    33   

４　退職給付費用  22   6    42   

５　役員退職慰労
引当金繰入額  －   9    16   

６　減価償却費  6   7    14   

７　その他  289 1,040 12.8 324 1,096 13.0 56 667 2,142 13.4

営業利益   239 3.0  175 2.1 △64  327 2.0

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  7   9    17   

２　受取配当金  19   18    42   

３　その他  13 39 0.5 15 42 0.5 3 28 86 0.6

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  46   43    91   

２　その他  73 119 1.5 66 109 1.3 △10 162 252 1.6

経常利益   159 2.0  108 1.3 △51  161 1.0

Ⅵ　特別利益            

１　投資有価証券
売却益  62   －    203   

２　退職給付引当
金戻入益  17 79 1.0 － － － △79 17 220 1.4

Ⅶ　特別損失            

１　役員退職金  93   8    93   

２　役員退職慰労
引当金繰入額  － 93 1.2 9 16 0.2 △76 135 227 1.4

税金等調整前
中間(当期)純
利益

  145 1.8  92 1.1 △53  153 1.0

法人税、住民
税及び事業税  33   38    97   

法人税等調整
額  4 37 0.5 △17 21 0.2 △15 △42 55 0.4

少数株主利益   18 0.2  24 0.3 5  38 0.2

中間（当期）
純利益   90 1.1  47 0.6 △43  60 0.4
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９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

平成18年３月31日残高
（百万円）

2,151 1,383 1,000 △11 4,523

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △53  △53

従業員奨励及び福利基金   △2  △2

中間純利益   90  90

自己株式の取得    △1 △1

自己株式の処分  0  3 3

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額
合計（百万円）

－ 0 35 2 37

平成18年９月30日残高
（百万円）

2,151 1,383 1,035 △9 4,560

 

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

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △53

従業員奨励及び福利基金     △2

中間純利益     90

自己株式の取得     △1

自己株式の処分     3

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額）

△78 △28 △106 △29 △135

中間連結会計期間中の変動額
合計（百万円）

△78 △28 △106 △29 △99

平成18年９月30日残高
（百万円）

677 125 801 872 6,233

　（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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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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

平成19年３月31日残高
（百万円）

2,151 1,383 950 △8 4,476

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △53  △53

従業員奨励及び福利基金   △5  △5

中間純利益   47  47

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額
合計（百万円）

－ － △11 △0 △12

平成19年９月30日残高
（百万円）

2,151 1,383 938 △8 4,464

 

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19年３月31日残高
（百万円）

644 220 865 938 6,278

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △53

従業員奨励及び福利基金     △5

中間純利益     47

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額）

△57 104 48 40 87

中間連結会計期間中の変動額
合計（百万円）

△57 104 48 40 75

平成19年９月30日残高
（百万円）

588 324 912 977 6,354
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間
期比

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フ
ロー計算書
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

区分 注記
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 増減

(百万円) 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー      

１　税金等調整前中間(当期)
純利益

 145 92  153

２　減価償却費  337 368  709

３　役員退職慰労引当金の増
減額(△は減少)  － △23  151

４　受取利息及び受取配当金  △26 △26  △59

５　支払利息  46 43  91

６　投資有価証券売却益  △62 －  △203

７　売上債権の増加額  △532 △485  △106

８　たな卸資産の増減額（△
は増加）  85 41  △18

９　仕入債務の増加額  143 234  190

10　その他  △34 6  △85

小計  101 249 148 824

11　利息及び配当金の受取額  30 29  57

12　利息の支払額  △46 △45  △91

13　法人税等の支払額  △174 △62  △206

営業活動によるキャッ
シュ・フロー  △88 171 259 583

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  － △536  △597

２　定期預金の払戻による収
入  － 332  47

３　有形固定資産の取得によ
る支出  △219 △292  △426

４　有形固定資産の売却によ
る収入  － 2  3

５　投資有価証券の取得によ
る支出  △11 △13  △22

６　投資有価証券の売却によ
る収入  77 5  494

７　その他  △11 △15  26

投資活動によるキャッ
シュ・フロー  △164 △516 △352 △474

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）  389 259  △60

２　長期借入れによる収入  700 600  1,200

３　長期借入金の返済による
支出  △755 △730  △1,485

４　自己株式の取得・売却に
よる収支(△は支出)  2 △0  3

５　配当金の支払額  △53 △53  △106

６　少数株主への配当金の支
払額  △41 △37  △41

財務活動によるキャッ
シュ・フロー  242 38 △203 △489

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額  △20 29 49 32

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額  △30 △277 △247 △347

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高  1,403 1,056 △347 1,403

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高  1,373 778 △594 1,056
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

　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

(1）持分法適用会社　０社

(2）関連会社金剛運送株式会社

は中間純損益および利益剰余

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。

(1）持分法適用会社　０社

(2）　　　同左

(1）持分法適用会社　０社

(2）関連会社金剛運送株式会社

は当期純損益および利益剰余

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。

３　連結子会社の中

間決算日（決算

日）等に関する

事項

　連結子会社６社の中間決算日

は６月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の中間財務

諸表を使用し、中間連結決算日

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 　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。

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　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場

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

却原価は主として移動平

均法により算定）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

①　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

基づく原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

製品

　主として売価還元法に基

づく原価法

②　たな卸資産

製品

同左

②　たな卸資産

製品

同左

商品、原材料、仕掛品、貯

蔵品

　主として先入先出法に基

づく原価法

商品、原材料、仕掛品、貯

蔵品

同左

商品、原材料、仕掛品、貯

蔵品

同左
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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。

　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 同左

────── （会計方針の変更）

当社および国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。

これによる損益に与える影響

は軽微であります。

なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。

──────

────── （追加情報）

当社は、法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取

得した有形固定資産については、

改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額の

差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上し

ております。

──────

これにより、営業利益が30百

万円、経常利益および税金等調

整前中間純利益が31百万円それ

ぞれ減少しております。

なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

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

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、当中

間連結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。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

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。

────── ④　役員退職慰労引当金

　当社および国内連結子会社

は、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

　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。

（追加情報）

　国内連結子会社が当中間連

結会計期間において、役員退

職慰労金規定の整備を行った

ことに伴い、当中間連結期間

発生額１百万円は販売費及び

一般管理費へ、過年度相当額

９百万円は特別損失に計上し

ております。これにより、営

業利益および経常利益は１百

万円、税金等調整前中間純利

益は10百万円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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、中間決算日

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

株主持分に含めております。

同左 　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 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

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

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

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

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他中間連

結財務諸表及

び連結財務諸

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

消費税等の会計処理

同左

５　中間連結キャッ

シュ・フロー計

算 書 （ 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 同左
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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）

　当中間連結会計期間から「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5,361百万円でありま

す。

　中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結

財務諸表は、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しております。

────── （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。

────── ────── （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。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

　また、当連結会計年度の役員退職慰

労金の支給を契機に役員退職慰労金に

関する規定の整備を当下期において

行ったことを受けて、当該変更を行っ

たため、当中間連結会計期間は従来の

方法によっております。

　従って、当中間連結会計期間は変更

後の方法によった場合と比較して、営

業利益および経常利益は８百万円、税

金等調整前中間純利益は143百万円多

く計上されております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

14,878百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

15,488百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

15,042百万円

※２　担保に供している資産の額 ※２　担保に供している資産の額 ※２　担保に供している資産の額

投資有価証券 1,294百万円

有形固定資産 2,546百万円

計 3,840百万円

投資有価証券 920百万円

有形固定資産 2,425百万円

計 3,345百万円

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 対応する債務

短期借入金 600百万円

長期借入金  

（１年内返済分を含む）

 3,306百万円

計 3,906百万円

短期借入金 450百万円

長期借入金  

（１年内返済分を含む）

 2,849百万円

計 3,299百万円

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

　３　受取手形割引高 288百万円 　３　受取手形割引高 364百万円 　３　受取手形割引高 300百万円

※４　中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形

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、当中間連結会計期間末日

が金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手

形が、中間連結会計期間末残高に

含まれております。

※４　中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形

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、当中間連結会計期間末日

が金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手

形が、中間連結会計期間末残高に

含まれております。

※４　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 44百万円

支払手形 113百万円

受取手形 41百万円

支払手形 118百万円

受取手形 28百万円

支払手形 90百万円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１　発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式     

普通株式（千株） 17,768 － － 17,768

自己株式     

普通株式（千株） 60 4 20 44

（変動事由の概要）

自己株式の普通株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取り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20千株は、ストックオプションの行使による減少であります。

２　新株予約権等に関する事項

　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

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

決議 株式の種類 配当の原資
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11月17日

取締役会
普通株式 利益剰余金 53 3 平成18年９月30日 平成18年12月20日

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１　発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式     

普通株式（千株） 17,768 － － 17,768

自己株式     

普通株式（千株） 39 1 － 40

（変動事由の概要）

自己株式の普通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　新株予約権等に関する事項

　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19年６月28日

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

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

決議 株式の種類 配当の原資
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19年11月16日

取締役会
普通株式 利益剰余金 53 3 平成19年９月30日 平成19年12月20日
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式     

普通株式（千株） 17,768 － － 17,768

自己株式     

普通株式（千株） 60 7 28 39

（変動事由の概要）

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りによる増加で、自己株式の普通株式の

株式数の減少28千株は、ストックオプションの行使20千株および単元未満株式の売渡８千株による減少であ

ります。

２　新株予約権等に関する事項

　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

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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19年６月28日

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

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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中間期末残高と

中間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中間期末残高と

中間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 1,407百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△34百万円

現金及び現金同等物 1,373百万円

現金及び預金勘定 1,565百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△787百万円

現金及び現金同等物 778百万円

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

（開示の省略）

　リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプションに関する注記事項については、中間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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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１　時価のある有価証券

区分
取得原価
（百万円）

中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額
（百万円）

その他有価証券    

株式 1,621 2,761 1,140

その他 20 26 7

計 1,641 2,788 1,147

　（注）　当中間連結会計期間においては、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　時価評価されていないその他有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 103

計 103

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

１　時価のある有価証券

区分
取得原価
（百万円）

中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額
（百万円）

その他有価証券    

株式 1,366 2,356 990

その他 20 26 7

計 1,386 2,382 996

　（注）　当中間連結会計期間においては、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　時価評価されていないその他有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 103

計 103
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前連結会計年度末（平成19年３月31日）

１　時価のある有価証券

区分
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）

その他有価証券    

株式 1,351 2,435 1,085

その他 20 27 7

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。

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　時価評価されていないその他有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 103

計 103

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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。

前連結会計年度（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。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 7,056 1,027 8,083 － 8,083

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 216 216 (216) －

計 7,056 1,243 8,299 (216) 8,083

営業費用 6,841 1,160 8,001 (156) 7,845

営業利益 216 83 298 (60) 239

　（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84百万円であり、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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 7,232 1,168 8,400 － 8,400

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 317 317 (317) －

計 7,232 1,485 8,718 (317) 8,400

営業費用 7,092 1,377 8,470 (244) 8,225

営業利益 140 108 248 (73) 175

　（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93百万円であり、その主なものは、当社

の総務部等管理部門に係る費用であります。

４　中間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、

当社および国内連結子会社は、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しました。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

なお、当社は、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌連結会計年度から５年間で均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

これにより、当中間連結会計期間における営業費用は「日本」が30百万円増加し、営業利益が同額減少して

おります。

５　中間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、

国内連結子会社は、当中間連結会計期間から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

基づく中間期末要支給額を計上しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。
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前連結会計年度（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）

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

　（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、当社

の総務部等管理部門に係る費用であります。

４　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。

なお、この変更を当連結会計年度の当下期に行ったため、当中間連結会計期間は従来の方法によっておりま

す。従って、当中間連結会計期間は変更後の方法によった場合と比較して、日本における営業利益が８百万

円多く計上されております。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,027 1,027

Ⅱ　連結売上高（百万円） 8,083 8,083

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.7 12.7

　（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

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,168 1,168

Ⅱ　連結売上高（百万円） 8,400 8,400

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 13.9 13.9

　（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

前連結会計年度（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高の割合（％） 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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 302.35円

１株当たり中間純利益 4.93円

１株当たり純資産額 303.14円

１株当たり中間純利益 2.53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株当たり中間

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株当たり中間

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）　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

 
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 6,233 6,354 6,278

純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円）
874 979 942

（うち少数株主持分） (872) (977) (938)

（うち従業員奨励及び福利基金への振替

額）
(2) (2) (4)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（百万円）
5,359 5,374 5,336

１株当たり純資産の算定に用いられた普

通株式の数（千株）
17,725 17,728 17,730

２　１株当たり中間（当期）純利益金額

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 90 47 60

普通株主に帰属しない金額（百万円） 2 2 4

（うち従業員奨励及び福利基金への振替

額）
(2) (2) (4)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
87 45 55

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,724 17,729 17,727
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中
間期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

増減
(百万円) 金額（百万円） 構成比

（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  281   378    307   

２　受取手形 ※５ 271   315    241   

３　売掛金  3,841   3,886    3,636   

４　たな卸資産  996   965    1,082   

５　関係会社短期貸
付金  830   756    886   

６　繰延税金資産  59   88    49   

７　その他  222   247    374   

貸倒引当金  △1   △1    △1   

流動資産合計   6,498 41.8  6,632 43.1 134  6,574 42.9

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※1,2           

(1）建物  743   715    725   

(2）機械及び装置  1,416   1,380    1,411   

(3）土地  1,575   1,575    1,575   

(4）その他  235   297    221   

有形固定資産合
計  3,969   3,967   △2 3,932   

２　無形固定資産  1   0   △1 0   

３　投資その他の資
産            

(1）投資有価証券 ※２ 2,891   2,485    2,566   

(2）関係会社出資
金  1,349   1,349    1,349   

(3）繰延税金資産  56   148    133   

(4）その他  834   808    812   

貸倒引当金  △40   △16    △24   

投資その他の資
産合計  5,089   4,773   △315 4,835   

固定資産合計   9,059 58.2  8,741 56.9 △318  8,767 57.1

資産合計   15,557 100.0  15,373 100.0 △184  15,341 100.0
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  前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中
間期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

増減
(百万円) 金額（百万円） 構成比

（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形 ※５ 1,015   1,105    901   

２　買掛金  2,411   2,565    2,629   

３　短期借入金 ※２ 2,667   2,446    2,359   

４　一年内償還社債  －   300    －   

５　未払法人税等  15   14    27   

６　賞与引当金  119   117    108   

７　その他  537   659    579   

流動負債合計   6,764 43.5  7,205 46.9 442  6,603 43.0

Ⅱ　固定負債            

１　社債  600   300    600   

２　長期借入金 ※２ 2,344   2,085    2,172   

３　退職給付引当金  563   549    566   

４　役員退職慰労引
当金  －   118    151   

固定負債合計   3,507 22.5  3,051 19.8 △456  3,489 22.8

負債合計   10,271 66.0  10,257 66.7 △15  10,092 65.8
            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   2,151 13.8  2,151 14.0 －  2,151  

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  1,381   1,381    1,381   

(2）その他資本剰
余金  2   2    2   

資本剰余金合計   1,383 8.9  1,383 9.0 0  1,383  

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  245   245    245   

(2）その他利益剰
余金            

退職慰労積立
金  53   －    53   

圧縮記帳積立
金  117   88    96   

別途積立金  460   460    460   

繰越利益剰余
金  209   210    225   

利益剰余金合計   1,084 7.0  1,003 6.5 △81  1,079  

４　自己株式   △9 △0.1  △8 △0.0 1  △8  

株主資本合計   4,609 29.6  4,528 29.5 △80  4,605 30.0

Ⅱ　評価・換算差額等            

その他有価証券
評価差額金   677 4.4  588 3.8   644 4.2

評価・換算差額等
合計   677 4.4  588 3.8 △89  644 4.2

純資産合計   5,285 34.0  5,116 33.3 △169  5,249 34.2

負債純資産合計   15,557 100.0  15,373 100.0 △184  15,341 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中
間期比

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 注記
番号 金額（百万円） 百分比

（％） 金額（百万円） 百分比
（％）

増減
(百万円) 金額（百万円） 百分比

（％）

Ⅰ　売上高   6,764 100.0  7,117 100.0 353  13,296 100.0

Ⅱ　売上原価   5,888 87.1  6,297 88.5   11,669 87.8

売上総利益   875 12.9  820 11.5 △56  1,627 12.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費   792 11.7  826 11.6   1,602 12.0

営業利益又は営
業損失(△)   84 1.2  △6 △0.1 △90  25 0.2

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息及び
配当金  26   26    186   

２　その他  27 53 0.8 39 64 0.9  61 247 1.9

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  45   43    89   

２　その他  44 89 1.3 47 90 1.2  107 196 1.5

経常利益又は経
常損失(△)   48 0.7  △31 △0.4 △80  76 0.6

Ⅵ　特別利益 ※１  62 0.9  － －   203 1.5

Ⅶ　特別損失 ※２  93 1.3  － －   227 1.7

税引前中間(当
期)純利益又は
税引前中間純損
失(△)

  17 0.3  △31 △0.4 △49  51 0.4

法人税、住民税
及び事業税  6   6    37   

法人税等調整額  △1 4 0.1 △14 △9 △0.1  △46 △10 △0.1

中間(当期)純利
益又は中間純損
失(△)

  13 0.2  △23 △0.3 △36  61 0.5
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９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

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

中間会計期間中の変動額             

剰余金の配当（注）         △53 △53  △53

中間純利益         13 13  13

圧縮記帳積立金の取崩
（注）       △21  21 －  －

別途積立金の積立（注）        150 △150 －   －

自己株式の取得           △1 △1

自己株式の処分   0 0       3 3

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
（百万円） － － 0 0 － － △21 150 △169 △41 2 △39

平成18年９月30日残高（百万
円） 2,151 1,381 2 1,383 245 53 117 460 209 1,084 △9 4,609

 

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

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）   △53

中間純利益   13

圧縮記帳積立金の取崩
（注）    －

別途積立金の積立（注）    －

自己株式の取得   △1

自己株式の処分   3

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額）

△78 △78 △78

中間会計期間中の変動額合計
（百万円） △78 △78 △116

平成18年９月30日残高（百万
円） 677 677 5,285

　（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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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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

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

中間会計期間中の変動額             

剰余金の配当         △53 △53  △53

中間純損失         △23 △23  △23

退職慰労積立金の取崩      △53   53 －  －

圧縮記帳積立金の取崩       △7  7 －  －

自己株式の取得           △0 △0

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
（百万円） － － － － － △53 △7 － △16 △76 △0 △76

平成19年９月30日残高（百万
円） 2,151 1,381 2 1,383 245 － 88 460 210 1,003 △8 4,528

 

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19年３月31日残高（百万
円） 644 644 5,249

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △53

中間純損失   △23

退職慰労積立金の取崩   －

圧縮記帳積立金の取崩   －

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額）

△57 △57 △57

中間会計期間中の変動額合計
（百万円） △57 △57 △133

平成19年９月30日残高（百万
円） 588 588 5,116
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　資産の評価基準

及び評価方法

(1）有価証券

①　子会社株式および関連会

社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

①　子会社株式および関連会

社株式

同左

(1）有価証券

①　子会社株式および関連会

社株式

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

　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）

②　その他有価証券

時価のあるもの

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 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

①　製品

　売価還元法に基づく原価

法

①　製品

同左

①　製品

同左

②　商品、原材料、仕掛品、

貯蔵品

　先入先出法に基づく原価

法

②　商品、原材料、仕掛品、

貯蔵品

同左

②　商品、原材料、仕掛品、

貯蔵品

同左

２　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

(1）有形固定資産

同左

────── （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より平成19年４月１

日以降に取得したものについて、

改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。

これによる損益に与える影響

は軽微であります。

──────
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── （追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額の差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

これにより、営業損失が30百

万円、経常損失および税引前中

間純損失が31百万円それぞれ増

加しております。

──────

(2）無形固定資産

定額法

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　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

(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

(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、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。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）

による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

(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続年数以

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。
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

　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　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を採

用しております。

同左 同左

５　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

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

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

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性の評価の方法

　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　ヘッジ有効性の評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性の評価の方法

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。

　なお、仮払消費税等および仮

受消費税等は相殺のうえ、流動

負債の「その他」に含めて表示

しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　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。
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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）

　当中間会計期間から「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5,285百万円でありま

す。

　中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。

────── （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。

　なお、当事業年度の役員退職慰労金

の支給を契機に役員退職慰労金に関す

る規定の整備を当下期において行った

ことを受けて、当該変更を行ったため、

当中間会計期間は従来の方法によって

おります。

　従って、当中間会計期間は変更後の

方法によった場合と比較して、営業利

益および経常利益は８百万円、税引前

中間純利益は143百万円多く計上され

ております。
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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18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

10,257百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

10,386百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

10,188百万円

※２　担保に供している資産の額

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）

2,546百万円

※２　担保に供している資産の額

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）

2,425百万円

※２　担保に供している資産の額

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）

2,475百万円

(2）投資有価証券

1,294百万円

(2）投資有価証券

920百万円

(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 ２　対応する債務

短期借入金 600百万円

長期借入金  

（１年内返済分を含む）

 3,306百万円

計 3,906百万円

短期借入金 450百万円

長期借入金  

（１年内返済分を含む）

 2,849百万円

計 3,299百万円

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

　３　受取手形割引高 288百万円 　３　受取手形割引高 364百万円 　３　受取手形割引高 300百万円

　４　偶発債務

　下記の会社の銀行借入金につい

て保証を行っております。

古林紙工（上海）有限公司

100百万円

　４　偶発債務

　下記の会社の銀行借入金につい

て保証を行っております。

古林紙工（上海）有限公司

50百万円

　４　偶発債務

　下記の会社の銀行借入金につい

て保証を行っております。

古林紙工（上海）有限公司

50百万円

※５　中間会計期間末日満期手形

　中間会計期間末日満期手形の会

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、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が、中

間会計期間末残高に含まれており

ます。

※５　中間会計期間末日満期手形

　中間会計期間末日満期手形の会

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、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が、中

間会計期間末残高に含まれており

ます。

※５　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 44百万円

支払手形 113百万円

受取手形 41百万円

支払手形 118百万円

受取手形 28百万円

支払手形 90百万円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　特別利益の主要項目 ※１　　　―――――― ※１　特別利益の主要項目

投資有価証券
売却益

62百万円
投資有価証券
売却益

203百万円

※２　特別損失の主要項目 ※２　　　―――――― ※２　特別損失の主要項目

役員退職金 93百万円 役員退職金 93百万円

役員退職慰労引
当金繰入額

135百万円

　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額

有形固定資産 178百万円

無形固定資産 0百万円

有形固定資産 210百万円

無形固定資産 0百万円

有形固定資産 360百万円

無形固定資産 1百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 60 4 20 44

（変動事由の概要）

自己株式の普通株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取り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20千株は、ストックオプションの行使による減少であります。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 39 1 － 40

（変動事由の概要）

自己株式の普通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。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 60 7 28 39

（変動事由の概要）

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り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、ストックオプションの行使20千株および単元未満株式の売渡

８千株による減少であります。

（リース取引関係）

　中間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）

　前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度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。

６．その他
 

 該当事項はありません。
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