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１．平成19年11月中間期の業績（平成19年６月１日～平成19年11月30日）

(1）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11月中間期 4,659 3.2 273 △37.8 289 △36.7 171 △36.8

18年11月中間期 4,513 5.1 440 △2.1 457 △1.8 271 7.6

19年５月期 8,611  828  848  486  

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11月中間期 24.52 －

18年11月中間期 38.79 －

19年５月期 69.65 －

（参考）持分法投資損益 19年11月中間期 －百万円 18年11月中間期 －百万円 19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11月中間期 9,583 6,030 62.9 862.98

18年11月中間期 10,015 5,743 57.3 821.68

19年５月期 9,224 5,946 64.5 850.91

（参考）自己資本 19年11月中間期 6,030百万円 18年11月中間期 5,743百万円 19年５月期 5,946百万円

(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11月中間期 203 △20 △49 538

18年11月中間期 349 △87 △35 651

19年５月期 706 △654 △72 405

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５月期 5.00 7.00 12.00

20年５月期（実績） 5.00 －

20年５月期（予想） － 5.00 10.00

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 8,700 1.0 370 △55.3 390 △54.0 211 △56.7 30.19
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４．その他

(1）中間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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(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11月中間期 7,000,000株 18年11月中間期 7,000,000株 19年５月期 7,000,000株

②　期末自己株式数 19年11月中間期 11,948株 18年11月中間期 9,658株 19年５月期 11,159株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の

業績は、今後の要因によって予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　当中間期の概要

　当中間期におけるわが国の経済は、史上最高値を更新した原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問題などの影

響による景気減速の懸念はありましたが、輸出の好調とそれに支えられた設備投資を背景に景気は一部に弱さがみられ

るものの回復傾向を辿りました。このような経済環境のなか、紙パルプ産業の一部を構成する板紙業界におきましては、

国内需要は猛暑の影響もあり前年同期に比べ比較的堅調に推移しましたが、一方では、原燃料価格高騰の影響によるコ

スト増加が収益を圧迫する要因となりました。

　こうした状況のもと、当中間期の業績は主要事業の板紙事業分野では、平成19年９月から実施した製品価格修正効果

により売上高は前年同期を上回りました。しかし、平成18年11月に燃料の重油をガスに転換したガスタービン発電設備

の新設により電力燃料コストを大幅に低減することができましたが、主原料の古紙価格高騰による大幅なコスト増加を

補うことができず、利益は前年同期に比べ大幅に減少いたしました。美粧段ボール事業分野では、積極的な営業活動の

成果に加えて、平成18年は天候不順の影響により総じて不作であった果実類の収穫量増加に伴う同関連品が堅調に推移

したことなどにより売上高は前年同期を上回りました。また、利益面でもコスト低減効果などにより前年同期を上回り

ました。

　その結果、売上高は板紙製品価格の修正効果などにより前年同期を上回りましたが、利益は原料価格高騰の影響によ

り前年同期を下回り増収減益となりました。

　当中間期の売上高は、4,659百万円（前同期比3.2％増）、営業利益は、273百万円（同37.8％減）、経常利益は、289

百万円（同36.7％減）、当中間純利益は、171百万円（同36.8％減）と大幅な減益となりました。

②　通期の業績見通し

　今後の見通しにつきましては、米国経済の減速や原油価格の高騰などのリスクが懸念され、国内景気の先行きは不透

明であります。このような環境のもと素材価格高騰によるコスト増加が企業収益を圧迫する要因になっており、当社に

おいても主原料の古紙をはじめ副資材などの価格は総じて上昇基調にあるなか、適正価格による資材調達を推進し、徹

底したコスト低減を図る一方、営業力の更なる強化、経営資源の有効活用、生産効率の向上、環境の改善などの諸施策

を積極的に遂行し、体質の強化に努めてまいります。

　このような経営認識のもと、通期の業績につきましては次のとおり予想しております。

売上高　　　　　　8,700百万円（前年比　 1.0％増）

営業利益　　　　　　370百万円（前年比  55.3％減）

経常利益　　　　　　390百万円（前年比  54.0％減）

当期純利益　　　　　211百万円（前年比　56.7％減）

(2）財政状態に関する分析

　総資産は9,583百万円で、前期末の9,224百万円に比べ358百万円の増加となりました。主な内訳は、流動資産が553

百万円の増加、固定資産が194百万円の減少であります。

　流動資産の増加は主として売掛金の増加459百万円によるものであります。固定資産減少の内訳は、有形固定資産の

減少133百万円、投資その他の資産の減少62百万円であります。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3,553百万円で前期末の3,277百万円に比べ275百万円の増加となりました。主な内訳は、支払手形の増加316

百万円、未払法人税等の減少108百万円であります。

　純資産は6,030百万円で、前期末の5,946百万円に比べ83百万円の増加となりました。主な要因は、利益剰余金の増

加122百万円であります。

　当中間期のキャッシュ・フローは、営業活動で得た資金203百万円のうち、20百万円を投資活動で使用し、49百万円

は配当金の支払など財務活動に使用いたしましたので、当中間期末における現金及び現金同等物の残高は538百万円と

なりました。
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平成18年５月期 平成19年５月期 平成19年11月期

自己資本比率（％） 63.4 64.5 62.9

時価ベースの自己資本比率（％） 44.1 44.1 28.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率　有利子負債÷営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ　　営業キャッシュ・フロー÷利払い

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

・有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債の内、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

・営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

・利払いは、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3）利益配分に関する基本方針

　当社は株主の皆様に、安定した配当を継続して実施することを基本方針とし、あわせて将来の企業体質の強化を図

るためのの経営諸施策に備えるため業績等を総合的に勘案して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。

　この配当方針にもとづき、当中間期の配当につきましては、１株当たり普通配当５円とさせていただきます。また、

期末配当金は１株当たり５円、年間配当金は１株当たり１０円の配当を予定しております。

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
　会社の経営の基本方針、目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題については、平

成19年５月期決算短信(平成19年７月13日開示)において開示いたしました諸事項に重要な変更がないため開示を省略

しております。

　当決算短信は次のＵＲＬからご覧頂くことができます。

　  （当社のホームページ）

 　　 　　　http//www.okayamaseishi.co.jp

（ジャスダック証券取引所ホームページ）

 　　 　　　http//www.jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 821,956 708,608 575,384

２．受取手形 1,397,545 1,310,418 1,266,117

３．売掛金 1,826,660 2,111,112 1,651,206

４．たな卸資産 496,163 512,493 595,102

５．繰延税金資産 143,594 115,791 113,692

６．その他 *4 54,258 40,815 44,672

貸倒引当金 △2,000 △2,000 △2,000

流動資産合計 4,738,178 47.3 4,797,240 50.1 4,244,175 46.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 *1

(1）建物 *2 958,588 906,668 935,614

(2）構築物 *2 147,554 155,471 147,273

(3）機械装置 *2*3 2,132,129 1,705,965 1,820,054

(4）車両運搬具 1,187 1,014 1,127

(5）工具器具備品 *2 19,676 18,665 17,799

(6）土地 *2 174,453 174,453 174,453

(7）建設仮勘定 300 649 －

有形固定資産合計 3,433,890 2,962,889 3,096,323

２．無形固定資産 4,108 4,487 3,020

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,826,474 1,805,035 1,867,449

(2）その他 13,102 13,927 13,927

投資その他の資産
合計

1,839,577 1,818,963 1,881,377

固定資産合計 5,277,575 52.7 4,786,339 49.9 4,980,721 54.0

資産合計 10,015,754 100.0 9,583,580 100.0 9,224,896 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 1,340,455 1,595,376 1,279,296

２．買掛金 285,962 382,931 319,388

３．未払金 374,815 240,380 251,554

４．設備未払金 726,561 － 12,492

５．未払消費税等 *4 － 36,751 －

６．未払費用 331,883 284,368 248,856

７．未払法人税等 223,294 99,591 208,134

８．設備支払手形 83,099 42,132 28,612

９．その他 8,573 6,601 5,161

流動負債合計 3,374,646 33.7 2,688,132 28.1 2,353,495 25.5

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 297,797 313,612 314,358

２．退職給付引当金 467,666 477,256 472,004

３．役員退職慰労引当
金

131,806 74,000 138,136

固定負債合計 897,269 9.0 864,869 9.0 924,499 10.0

負債合計 4,271,916 42.7 3,553,002 37.1 3,277,994 35.5

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   821,070 8.2  821,070 8.6  821,070 8.9

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  734,950   734,950   734,950   

資本剰余金合計   734,950 7.3  734,950 7.7  734,950 8.0

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  50,000   50,000   50,000   

(2）その他利益剰余
金

          

配当準備積立金  58,000   58,000   58,000   

別途積立金  1,091,419   1,091,419   1,091,419   

繰越利益剰余金  2,188,955   2,492,120   2,369,666   

利益剰余金合計   3,388,375 33.8  3,691,540 38.5  3,569,086 38.7

４　自己株式   △4,233 △0.0  △5,429 △0.1  △5,058 △0.1

株主資本合計   4,940,161 49.3  5,242,130 54.7  5,120,047 55.5

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

 803,675   788,447   826,854   

評価・換算差額等合
計

  803,675 8.0  788,447 8.2  826,854 9.0

純資産合計   5,743,837 57.3  6,030,578 62.9  5,946,901 64.5

負債純資産合計   10,015,754 100.0  9,583,580 100.0  9,224,896 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 4,513,409 100.0 4,659,827 100.0 8,611,065 100.0

Ⅱ　売上原価 3,386,836 75.0 3,694,841 79.3 6,430,698 74.7

売上総利益 1,126,572 25.0 964,985 20.7 2,180,366 25.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

686,499 15.2 691,221 14.8 1,351,817 15.7

営業利益 440,073 9.8 273,764 5.9 828,549 9.6

Ⅳ　営業外収益 *1 19,934 0.4 21,986 0.4 24,954 0.3

Ⅴ　営業外費用  2,055 0.1 5,842 0.1 5,243 0.0

経常利益 457,952 10.1 289,908 6.2 848,260 9.9

Ⅵ　特別利益 －  －  252,333 2.9

Ⅶ　特別損失 991 0.0 182 0.0 257,773 3.0

税引前中間（当
期）純利益

456,961 10.1 289,726 6.2 842,820 9.8

法人税、住民税及
び事業税

218,224 95,118 357,694

法人税等調整額 △32,438 185,786 4.1 23,232 118,350 2.5 △1,712 355,982 4.1

中間（当期）純利
益

271,175 6.0 171,375 3.7 486,837 5.7
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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６月１日　至　平成18年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

配当準備
積立金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年５月31日　残高
（千円）

821,070 734,950 734,950 50,000 58,000 1,091,419 1,952,738 3,152,157 △3,577 4,704,599

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △34,957 △34,957  △34,957

中間純利益       271,175 271,175  271,175

自己株式の取得         △655 △655

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

          

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

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

平成18年11月30日　残高
（千円）

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

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年５月31日　残高
（千円）

843,188 843,188 5,547,788

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △34,957

中間純利益   271,175

自己株式の取得   △655

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△39,512 △39,512 △39,512

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△39,512 △39,512 196,049

平成18年11月30日　残高
（千円）

803,675 803,675 5,743,837
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当中間会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

配当準備
積立金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成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

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △48,921 △48,921  △48,921

中間純利益       171,375 171,375  171,375

自己株式の取得         △371 △371

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

          

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － － － 122,453 122,453 △371 122,082

平成19年11月30日　残高
（千円）

821,070 734,950 734,950 50,000 58,000 1,091,419 2,492,120 3,691,540 △5,429 5,242,130

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５月31日　残高
（千円）

826,854 826,854 5,946,901

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △48,921

中間純利益   171,375

自己株式の取得   △371

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△38,406 △38,406 △38,406

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△38,406 △38,406 83,676

平成19年11月30日　残高
（千円）

788,447 788,447 6,030,578
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前事業年度（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）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度のキャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税引前中間（当期）
純利益

456,961 289,726 842,820

減価償却費 125,659 162,414 263,913

退職給付引当金の増
加額

542 5,251 4,880

役員退職慰労引当金
の増加額

6,063 5,414 12,393

役員退職金 － 6,829 －

役員賞与引当金の減
少額

△27,000 － △27,000

受取利息及び受取配
当金

△17,310 △18,493 △18,444

支払利息 － － 1,026

国庫補助金収入 － － △252,333

固定資産圧縮損 － － 252,253

有形固定資産除売却
損

991 182 5,024

売上債権の増加額 △339,873 △504,207 △32,991

たな卸資産の増減額
（増加：△）

△5,234 82,608 △104,173

仕入債務の増加額 206,112 379,623 178,377

その他 30,473 73,330 △171,062

小計 437,384 482,681 954,683

法人税等の支払額 △87,653 △202,647 △247,841

役員退職金の支払 － △76,379 －

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

349,730 203,654 706,842
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前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度のキャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得
による支出

△94,927 △27,102 △919,370

国庫補助金の受入れ
による収入 

－ － 252,333

無形固定資産の取得
による支出

－ △2,500 －

投資有価証券の取得
による支出

△2,053 △2,068 △4,112

利息及び配当金の受
取額

9,836 10,806 17,876

その他 － － △825

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△87,143 △20,864 △654,098

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

短期借入金の返済に
よる支出 

－ － △308,182

利息の支払額 － － △1,026

配当金の支払額 △34,971 △49,193 △69,849

自己株式の取得によ
る支出

△655 △371 △1,480

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△35,626 △49,564 △72,356

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

－ － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）

226,960 133,224 △19,612

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

424,996 405,384 424,996

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

651,956 538,608 405,384
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

(1）有価証券

その他有価証券

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

時価のあるもの

同左

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

原材料、貯蔵品

　移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

商品、製品、仕掛品

（板紙関連品）

　移動平均法による原価法

（美粧段ボール関連品）

　個別法による原価法

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物　　　　　14-38年

機械装置　　　７-15年

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 ─────

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産

同左

 

 

─────

 

 

 

 

 

 

 

 

(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

業年度から、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を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。

　なお、この変更に伴い営業利益、

経常利益、税引前中間純利益はそれ

ぞれ32,398千円減少しております。 

(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
前中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見込

額に基づき、当中間会計期間末にお

いて発生していると認められる額を

計上しております。

(2）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。

(3）役員賞与引当金

─────

　(追加情報)

  前事業年度において、役員賞与

の支払いに充てるため、支給見込

額を計上しておりましたが、役員

報酬制度の見直しにともない、当

中間会計期間より役員賞与引当金

の計上はおこなっておりません。

(3）役員賞与引当金

─────

─────

(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、役員退職慰労金支給に関する

内規に基づく中間期末要支給額を計

上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、退職慰労金支給に関する内規

に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金と随時引き出し可能な預

金からなっております。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

同左

　消費税等の会計処理

同左

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

 （中間貸借対照表関係）

 「設備未払金」は、前中間会計期間まで、流動負債の「未

払金」に含めておりましたが、当中間会計期間末において

負債純資産合計の100分の５を超えたため区分掲記してお

ります。

　なお、前中間会計期間末における「設備未払金」の金額

は498千円であります。

─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度末
（平成19年5月31日）

*１.有形固定資産の減価償却累計額

      8,980,589千円

*１.有形固定資産の減価償却累計額

               9,265,239千円

*１.有形固定資産の減価償却累計額

             9,107,575千円

*２.担保に供されている資産及びこれ

に対応する債務

*２.担保に供されている資産及びこれ

に対応する債務

*２.担保に供されている資産及びこれ

に対応する債務

(1）担保に供されている資産 (1）担保に供されている資産 (1）担保に供されている資産

（千円） （千円） （千円）

建物 958,588

構築物 147,490

機械装置 2,131,856

工具器具備品 19,535

土地 168,196

計 3,425,667

建物 906,668

構築物 155,414

機械装置 1,705,719

工具器具備品 18,538

土地 168,196

計 2,954,538

建物 935,614

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(千円) 上記のうち、工場財団設定分(千円) 上記のうち、工場財団設定分(千円)

建物 933,177

構築物 147,490

機械装置 2,131,856

工具器具備品 19,535

土地 167,725

計 3,399,785

建物 884,040

構築物 155,414

機械装置 1,705,719

工具器具備品 18,538

土地 167,725

計 2,931,439

建物 911,539

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（千円） (2）上記に対応する債務（千円） (2）上記に対応する債務（千円）

───── ───── ─────

*３.　　　　───── *３.　　　　───── ＊３.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

*４.消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、未収消費税等として表示

しております。

　当中間期における未収消費税等は

13,574千円であり流動資産の「その

他」に含んでおります。

*４.消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、未払消費税等として表示

しております。　

*４.　　　　─────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

*１.営業外収益の主要項目（千円） *１.営業外収益の主要項目（千円） *１.営業外収益の主要項目（千円）

受取利息 55

受取配当金 17,254

受取利息 323

受取配当金 18,169

受取利息 282

受取配当金 18,161

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

有形固定資産 124,571

無形固定資産 1,087

有形固定資産 161,381

無形固定資産 1,033

有形固定資産 261,738

無形固定資産 2,175
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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６月１日　至　平成18年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 7,000 － － 7,000

合計 7,000 － － 7,000

自己株式

普通株式 8 1 － 9

合計 8 1 － 9

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

    該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(１)配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年８月26日

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

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年１月19日

取締役会
普通株式 34 利益剰余金 5 平成18年11月30日 平成19年２月９日
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当中間会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 7,000 － － 7,000

合計 7,000 － － 7,000

自己株式

普通株式 11 0 － 11

合計 11 0 － 11

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加は、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19年８月28日

定時株主総会
普通株式 48 7 平成19年５月31日 平成19年８月29日

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年１月17日

取締役会
普通株式 34 利益剰余金 5 平成19年11月30日 平成20年２月８日
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前事業年度（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

合計 7,000 － － 7,000

自己株式

普通株式 8 2 － 11

合計 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

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（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中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

平成18年11月30日現在

(千円)

現金及び預金勘定 821,956

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金
△170,000

現金及び現金同等物 651,956

平成19年11月30日現在

(千円)

現金及び預金勘定 708,608

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金
△170,000

現金及び現金同等物 538,608

平成19年5月31日現在

(千円)

現金及び預金勘定 575,384

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金
△170,000

現金及び現金同等物 405,384
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

車両運搬具 33,398 14,088 19,309

工具器具備品 6,017 1,103 4,914

合計 39,415 15,191 24,224

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

車両運搬具 39,660 20,433 19,226

工具器具備品 6,017 2,306 3,710

合計 45,677 22,740 22,936

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

ス料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

同左 　　　なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内    8,624千円

１年超     15,599千円

合計     24,224千円

１年内         10,331千円

１年超           12,605千円

合計           22,936千円

１年内        10,589千円

１年超     17,642千円

合計      28,231千円

　　　なお、未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

同左 　　　なお、未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定

しております。

(3）支払リース料、減価償却費相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料     5,238千円

減価償却費相当額    5,238千円

支払リース料   5,294千円

減価償却費相当額 5,294千円

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、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年11月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 468,359 1,817,714 1,349,354

合計 468,359 1,817,714 1,349,354

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 8,760

合計 8,760

当中間会計期間末（平成19年11月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 472,487 1,796,275 1,323,787

合計 472,487 1,796,275 1,323,787

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 8,760

合計 8,760

前事業年度（平成19年5月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 470,418 1,858,689 1,388,270

合計 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

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 8,760

合計 8,760
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自平成18年6月1日　至平成18年11月30日）

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成19年6月1日　至平成19年11月30日）

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。

前事業年度（自平成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。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自平成18年6月1日　至平成18年11月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成19年6月1日　至平成19年11月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（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。

  （ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自平成18年6月1日　至平成18年11月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成19年6月1日　至平成19年11月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（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。

   (企業結合等)

前中間会計期間（自平成18年6月1日　至平成18年11月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成19年6月1日　至平成19年11月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（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  821.68円

１株当たり中間純利益

金額
  38.78円

１株当たり純資産額 　862.98円

１株当たり中間純利益

金額
24.52円

１株当たり純資産額  850.91円

１株当たり当期純利益

金額
69.65円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日)

前事業年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

中間（当期）純利益（千円） 271,175 171,375 486,837

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
271,175 171,375 486,837

期中平均株式数（千株） 6,991 6,988 6,990

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．その他
  (1)役員の異動

　該当事項はありません。

  (2)その他

①生産実績

品目

前中間会計期間
自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日

当中間会計期間
自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日

前事業年度
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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

板紙 3,629,053 79.5 3,735,284 79.7 7,027,976 80.7

美粧段ボール 937,496 20.5 951,890 20.3 1,678,177 19.3

合計 4,566,550 100.0 4,687,175 100.0 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

前中間会計期間
自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日

当中間会計期間
自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日

前事業年度
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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

板紙 3,575,912 79.2 3,707,936 79.6 6,932,888 80.5

美粧段ボール 937,496 20.8 951,890 20.4 1,678,177 19.5

合計 4,513,409 100.0 4,659,827 100.0 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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