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１．平成20年５月期の業績（平成19年６月１日～平成20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 ％

20年５月期 9,165 6.4 463 △44.1 480 △43.4 267 △45.1

19年５月期 8,611 2.7 828 5.6 848 5.3 486 14.8

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 ％ ％ ％

20年５月期 38 24  － 4.4 5.0 5.1

19年５月期 69 65  － 8.5 9.4 9.6

（参考）持分法投資損益 20年５月期 －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

20年５月期 9,924 6,080 61.3 870 19

19年５月期 9,224 5,946 64.5 850 91

（参考）自己資本 20年５月期 6,080百万円 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

20年５月期 372 △53 △84 639

19年５月期 706 △654 △72 405

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 ％ ％

19年５月期 5 00 7 00 12 00 83 17.2 1.5

20年５月期 5 00 7 00 12 00 83 31.4 1.4

21年５月期（予想） 6 00 6 00 12 00 － 31.1 －

 （注）19年5月期　期末配当金の内訳　普通配当５円00銭、記念配当(創立100周年記念)２円00銭

３．平成21年５月期の業績予想（平成20年６月１日～平成21年５月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 4,900 5.2 200 △26.7 210 △27.3 120 △29.8 17 17

通期 10,000 9.1 450 △2.8 470 △2.1 270 1.1 38 64
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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　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） 20年５月期 7,000,000株 19年５月期 7,000,000株

②　期末自己株式数 20年５月期 12,068株 19年５月期 11,159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経済は、期前半は輸出の好調とそれに伴う設備投資を背景に緩やかな成長を続けてきましたが、

期後半にはサブプライム問題による米国経済の不透明性や原油をはじめとする素材価格の世界的な高騰、これに伴う国

内諸物価の値上がりによる個人消費の伸び悩み等、景気の減速が懸念される状況となりました。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需要は比較的堅調に推移

しましたが、原燃料価格の高騰が続き、事業収益を大きく圧迫する厳しい経営環境となりました。

　こうした状況のなか、当社は生産の効率化をはじめとする経営全般にわたるコスト低減に総力を結集する一方、主原

料の古紙価格高騰の影響でコストが大幅に上昇したことにより、平成19年9月から製品価格の修正を実施いたしました。

　このような経営施策のもと、当期の業績は、板紙事業分野では、販売数量は前期に比べ僅かに減少いたしましたが、

製品価格の修正効果により売上高は前期に比べ増加いたしました。利益面では、新ガスタービン発電設備の稼動による

電力燃料費の低減をはじめとするあらゆるコストを見直しのうえ、削減策を強力に推進いたしましたが、主原料の古紙

価格の高騰によるコスト増加を補うことができず、前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、

競争の激化や省包装の影響を受け、売上高は前期に比べ僅かに減少いたしましたが、コスト削減効果により一定の利益

を確保することができました。

　その結果、当期の売上高は9,165百万円（前期比6.4％増）、営業利益は463百万円（同44.1％減）、経常利益は480百

万円（同43.4％減）、当期純利益は267百万円（同45.1％減）となりました。

（次期の見通し）

　次期の見通しにつきましては、景気後退が懸念される環境のなか、依然として原燃料価格が高い水準で推移すること

が予想されます。

　特に主原料である古紙価格は、需給の逼迫状況が続いており、価格高騰は必至の状況にあるほか、薬品、物流費の上

昇等、厳しい状況が続くものと思われます。

　このような認識のもと、営業力の強化、省エネ、省力化や生産効率の向上等あらゆるコスト削減策を積極的に推進す

るとともに、製品価格の適正な水準への移行にも取り組んでまいります。

　これらにより、平成21年５月期の業績を売上高10,000百万円、営業利益450百万円、経常利益470百万円、当期純利益

270百万円を見込んでおります。なお、このなかには法人税法改正に伴う減価償却費増加額が通常の期間費用として74

百万円程度含まれております。

　売上高の事業分野別では、板紙事業分野では価格は堅調に推移しており、期の後半に価格修正を見込み、8,300百万

円、美粧段ボール事業分野では省包装化、競争激化のもとで、1,700百万円となります。

(2）財政状態に関する分析

　総資産は、9,924百万円で前期末の9,224百万円に比べ699百万円増加となりました。主な内訳は、流動資産が、1,001

百万円の増加、固定資産が302百万円の減少であります。

　流動資産の増加は、主として受取手形186百万円、売掛金479百万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224百万円、投資その他の資産の減少77百万円であります。有形固定資

産の減少は減価償却によるものであり、投資その他の資産の減少は、投資有価証券の時価の下落によるものでありま

す。

　負債は、3,843百万円で前期末の3,277百万円に比べ、565百万円の増加となりました。主な内訳は、支払手形の増加

641百万円、買掛金89百万円の増加、未払法人税等の減少142百万円であります。

　純資産は、6,080百万円で前期の5,946百万円に比べ133百万円の増加となりました。主な要因は利益剰余金の増加で

あります。

　当期のキャシュ・フローは、営業活動に得た資金372百万円のうち、53百万円を投資活動で使用し、84百万円は配当

金の支払などの財務活動に使用しましたので、当期末における現金及び現金同等物の残高は639百万円となりました。

平成18年5月期 平成19年５月期 平成20年５月期

自己資本比率（％） 63.4 64.5 61.3

時価ベースの自己資本比率（％） 44.1 44.1 22.1

債務償還年数（年） － － －

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

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
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・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、株主の皆様への一層の利益還元のため当期の期末配当につきましては2円増額の1株当た

り普通配当7円を予定しており、中間配当5円と合わせた年間配当は前期と同じ1株当り12円となります。

　又、次期の配当金につきましては、年間普通配当は、中間配当6円、期末配当6円、年間12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

　特に定めておりません。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、平成20年度より新たな中期経営計画を策定し、成熟した国内市場において、厳しい経営環境のなか、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、業界構造の変化に対応し、顧客

のニーズにあったきめ細かなサービスと、適正な価格で製品を販売する営業体制の確立が不可欠であります。同時に

内部生産体制の整備と生産効率の向上、品質の信頼性の確保、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。
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　次に世界的問題である環境については、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、環境改善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。

　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取るため、自律的行動規範を定めた企業倫

理行動指針に基づき、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。

　又、省エネや省力化、生産効率に寄与する投資を積極的に推進し、長期的戦略としては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践のうえ、一層のコスト競争力を高め更なる飛躍を目指してまいりま

す。

　以上の課題に挑戦する中期経営計画については、これからも役職員一丸となって邁進してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　今後のわが国経済は、原油価格をはじめとする原燃料価格全般の高騰に加え、米国経済先行き不安などにより景気

の減速が懸念されると考えられます。　紙パルプ産業においては、国内需要はここ数年横這いで推移しており大きな

伸長は期待できない状況のなか、原燃料価格の高騰によるコスト増加などにより経営環境は一層厳しいものとなって

おります。

　こうした認識のもと、当社といたしましては、環境の変化に対応した経営を目指し、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。

  ・営業開発力の強化

 　　 業界構造の変化に対応し、中期的な展望に立った開発・営業活動を推進し営業基盤の更なる確立をはかり、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存続の条件との認識にたち、原燃料等の価格高騰に対処するため、省エネや省力化、生産

効率向上に寄与する投資を積極的に推進し、更なるコスト低減策に取り組むとともに、人材の有効活用、ロス

時間の短縮など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。

  ・社会的責任の重視

 　   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すことが不可欠の要件であることを役職員全

員が認識し、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則した法令遵守、

情報の開示、社会貢献などを重視した事業活動を強化・推進してまいります。

  ・環境保全と品質の安定化

 　   世界的問題である環境については企業の社会的責任を果たす重要な要素であり、環境と品質に係る活動の成果

は、企業価値の創出につながることを自覚のうえ，ＩＳＯに基づく活動を展開し更なる環境の改善を図り社会

の要請に応えてまいります。

  ・内部統制システムの整備

 　　 内部統制の基本方針に則した法令の遵守及び業務の適正を確保するため、同システムの整備・運用体制の強化

を図り、延いては財務報告の適正性をも確保する内部統制システムの構築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19年5月31日）
当事業年度

（平成20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   575,384   809,803  234,419

２．受取手形 *３  1,266,117   1,452,711  186,593

３．売掛金   1,651,206   2,130,926  479,720

４．商品   5,412   4,261  △1,151

５．製品   281,492   333,221  51,728

６．原材料   162,233   256,463  94,229

７．仕掛品   31,904   29,161  △2,742

８．貯蔵品   114,058   99,599  △14,459

９．前払費用   20,138   19,685  △453

10．繰延税金資産   113,692   108,658  △5,034

11．その他   24,533   3,642  △20,891

12. 貸倒引当金   △2,000   △2,489  △489

流動資産合計   4,244,175 46.0  5,245,644 52.9 1,001,469
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前事業年度

（平成19年5月31日）
当事業年度

（平成20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 2,096,514   2,063,869    

減価償却累計額  1,160,899 935,614  1,187,777 876,091  △59,523

(2）構築物 *１ 392,841   402,381    

減価償却累計額  245,567 147,273  251,609 150,771  3,497

(3）機械装置 *1*2 9,420,939   9,080,779    

減価償却累計額  7,600,885 1,820,054  7,432,042 1,648,737  △171,317

(4）車両運搬具  22,549   22,549    

減価償却累計額  21,422 1,127  21,647 902  △225

(5）工具器具備品 *１ 96,600   103,116    

減価償却累計額  78,800 17,799  83,222 19,893  2,093

(6）土地 *１  174,453   174,452  △1

(7）建設仮勘定   －   649  649

有形固定資産合計   3,096,323 33.6  2,871,496 28.9 △224,826

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   1,751   2,184  433

(2）電話加入権   1,269   1,269  －

無形固定資産合計   3,020 0.0  3,453 0.0 433

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,867,449   1,789,661  △77,787

(2）出資金   9,793   9,793  －

(3）その他   4,134   4,128  △6

投資その他の資産合計   1,881,377 20.4  1,803,582 18.2 △77,794

固定資産合計   4,980,721 54.0  4,678,533 47.1 △302,188

資産合計   9,224,896 100.0  9,924,177 100.0 699,281
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前事業年度

（平成19年5月31日）
当事業年度

（平成20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 *３  1,279,296   1,861,703  582,407

２．買掛金   319,388   409,225  89,837

３．未払金   264,046   253,583  △10,463

４．未払費用   248,856   261,275  12,418

５．未払法人税等   208,134   65,246  △142,888

６．未払消費税等   －   35,572  35,572

７．預り金   5,083   13,808  8,724

８．設備支払手形   28,612   87,453  58,840

９．その他   77   39  △37

流動負債合計   2,353,495 25.5  2,987,907 30.1 634,412

Ⅱ　固定負債         

１. 繰延税金負債   314,358   311,167  △3,190

２．退職給付引当金   472,004   464,199  △7,805

３．役員退職慰労引当金   138,136   80,050  △58,085

固定負債合計   924,499 10.0  855,417 8.6 △69,082

負債合計   3,277,994 35.5  3,843,324 38.7 565,329
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前事業年度

（平成19年5月31日）
当事業年度

（平成20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 8.9  821,070 8.3 －

　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 8.0  734,950 7.4 －

　３.　利益剰余金         

（1）利益準備金  50,000   50,000    

（2）その他利益剰余金         

 　　配当準備積立金  58,000   58,000    

 　　別途積立金  1,091,419   1,091,419    

　　 繰越利益剰余金  2,369,666   2,553,005    

 利益剰余金合計   3,569,086 38.7  3,752,424 37.8 183,338

  ４.  自己株式   △5,058 △0.1  △5,470 △0.1 △412

 株主資本合計   5,120,047 55.5  5,302,973 53.4 182,926

Ⅱ　評価・換算差額等         

  １.その他有価証券評価差額
金

 826,854   777,879    

 評価・換算差額等合計   826,854 9.0  777,879 7.9 △48,974

 純資産合計   5,946,901 64.5  6,080,852 61.3 133,951

 負債・純資産合計   9,224,896 100.0  9,924,177 100.0 699,281
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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   8,611,065 100.0  9,165,821 100.0 554,755

Ⅱ　売上原価         

１．期首製品・商品たな卸
高

 245,320   286,905    

２．当期製品製造原価 *2 6,151,088   7,084,022    

３．当期商品仕入高  321,984   310,515    

合計  6,718,393   7,681,442    

４．他勘定振替高 *1 789   1,214    

５．期末製品・商品たな卸
高

 286,905 6,430,698 74.7 337,482 7,342,746 80.1 912,047

売上総利益   2,180,366 25.3  1,823,075 19.9 △357,291

Ⅲ　販売費及び一般管理費 *2        

１．運送費  683,275   679,701    

２．保管料  7,207   8,699    

３．販売手数料  31,125   19,729    

４．役員報酬  86,615   102,367    

５．役員退職金  －   6,829    

６. 役員退職慰労引当金繰
入額

 12,393   11,464    

７．従業員給料及び賞与  241,926   244,226    

８．福利厚生費  45,125   44,621    

９．退職給付費用  8,174   10,866    

10．支払手数料  42,413   44,718    

11．賃借料  8,856   10,932    

12．減価償却費  22,456   22,514    

13．貸倒引当金繰入額  －   489    

14．その他  162,247 1,351,817 15.7 152,749 1,359,910 14.8 8,092

営業利益   828,549 9.6  463,165 5.1 △365,384
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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）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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  282   644    

２．受取配当金  18,161   19,714    

３．受取賃貸料  3,826   2,653    

４. 保険金収入  1,164   －    

５．その他  1,519 24,954 0.3 2,630 25,643 0.2 689

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,026   －    

２．売上割引  4,214   5,189    

３．貯蔵品処分損　  －   3,264    

４．その他  2 5,243 0.0 8 8,463 0.1 3,219

経常利益   848,260 9.9  480,345 5.2 △367,914

Ⅵ　特別利益         

１．国庫補助金収入  252,333   －    

２．固定資産売却益　
 
*3

－ 252,333 2.9 73 73 0.0 △252,259

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 *4 5,519   21,464    

２．固定資産圧縮損  252,253 257,773 3.0 － 21,464 0.2 △236,308

税引前当期純利益   842,820 9.8  458,954 5.0 △383,865

法人税、住民税及び事
業税

 357,694   156,658    

法人税等調整額  △1,712 355,982 4.1 35,096 191,754 2.1 △164,228

当期純利益   486,837 5.7  267,200 2.9 △219,637
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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   3,113,818 50.6  4,179,237 59.0 1,065,419

Ⅱ労務費   901,620 14.6  851,175 12.0 △50,445

Ⅲ経費 *2  2,139,642 34.8  2,050,866 29.0 △88,775

当期総製造費用   6,155,080 100.0  7,081,279 100.0 926,198

期首仕掛品たな卸高   27,912   31,904  3,991

合計   6,182,993   7,113,184  930,190

期末仕掛品たな卸高   31,904   29,161  △2,742

当期製品製造原価   6,151,088   7,084,022  932,933

         

(注) 前事業年度
（自　平成18年６月１日

　　至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日

　　至　平成20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 539,035 千円

燃料費 461,318  

減価償却費 241,380  

外注加工費 135,424  

電力料 422,628 千円

燃料費 461,599  

減価償却費 302,712  

外注加工費 108,987  
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(3）株主資本等変動計算書

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

㈱岡山製紙(3892)平成 20 年 5 月期決算短信(非連結)

－ 13 －



当事業年度（自平成19年6月1日　至平成20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

事業年度中の変動額

剰余金の配当       △83,862 △83,862  △83,862

当期純利益       267,200 267,200  267,200

自己株式の取得         △412 △412

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）
－ － － － － － 183,338 183,338 △412 182,926

平成20年5月31日　残高

（千円）
821,070 734,950 734,950 50,000 58,000 1,091,419 2,553,005 3,752,424 △5,470 5,302,973

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △83,862

当期純利益   267,200

自己株式の取得   △412

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△48,974 △48,974 △48,974

事業年度中の変動額合計

（千円）
△48,974 △48,974 133,951

平成20年5月31日　残高

（千円）
777,879 777,879 6,080,852
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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  842,820 458,954 △383,865

減価償却費  263,913 325,277 61,363

貸倒引当金の増加額  － 489 489

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 4,880 △7,805 △12,685

役員退職慰労引当金の
増加額

 12,393 11,464 △928

役員退職金  － 6,829 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

 △18,444 △20,359 △1,915

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  5,024 20,684 15,660

有形固定資産売却益　  － △73 △73

売上債権の増加額　  △32,991 △666,314 △633,322

たな卸資産の増加額  △104,173 △127,603 △23,429

仕入債務の増加額  178,377 672,245 493,867

その他  △171,062 82,881 253,944

小計  954,683 756,670 △198,013

法人税等の支払額  △247,841 △307,778 △59,936

役員退職金の支払  － △76,379 △76,379

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 706,842 372,513 △334,328

     

㈱岡山製紙(3892)平成 20 年 5 月期決算短信(非連結)

－ 15 －



  
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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

 △919,370 △67,711 851,658

無形固定資産の取得に
よる支出

 － △2,500 △2,500

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

 △4,112 △4,440 △327

有形固定資産の売却に
よる収入

 － 75 75

利息及び配当金の受取
額

 17,876 20,942 3,066

その他  △825 － 825

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △654,098 △53,633 600,464

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  △1,026 － 1,026

配当金の支払額  △69,849 △84,048 △14,198

自己株式の取得による
支出

 △1,480 △412 1,068

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △72,356 △84,460 △12,103

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

 △19,612 234,419 254,031

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 424,996 405,384 △19,612

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

 405,384 639,803 234,419

     

㈱岡山製紙(3892)平成 20 年 5 月期決算短信(非連結)

－ 16 －



(5）重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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

(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。 

（追加情報）

　　　　　　  ────

(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)

  　　　       ────

 

 

 

 

 

 

 

(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

利益及び税引前当期純利益はそれぞれ

65,791千円減少しております。
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項目
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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

　　　       ────

 (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。

(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)

　　　       ────　

 (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

　

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

 　　　       　　　　──── （損益計算書）

　前期まで区分掲記しておりました「保険金収入」（当期

338千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、営業外

収益の「その他」に含めて表示することにしました。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年5月31日）

当事業年度
（平成20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        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  

建物   876,091 千円

構築物  150,720  

機械装置        1,648,518  

工具器具備品  18,836  

土地       168,195  

計         2,862,362  

　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       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  

建物   854,909 千円

構築物       150,720  

機械装置         1,648,518  

工具器具備品 18,836  

土地    167,724  

計    2,840,709  

（2）上記に対応する債務 （2）上記に対応する債務

　　　       ──── 　　　       ────

＊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

＊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

 　　機械装置

　　　　圧縮記帳累計額　　　　　　　　252,253千円

＊３.期末日満期手形 ＊３.期末日満期手形

　　　       ────

 

　期末日満期手形の会計処理は、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　　　　　　　　167,560千円

　　　　支払手形　　　　　　　　129,211千円

㈱岡山製紙(3892)平成 20 年 5 月期決算短信(非連結)

－ 19 －



（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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

   13,056 千円    12,214 千円

 　　　       　　　　────

 

＊４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

＊３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

　　　土地　　　　　　　　　　　　　 　   73 千円

＊４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

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  

建物 1,670 千円

構築物    158  

機械装置   18,812  

工具器具備品 42  

撤去費用 780  

計 21,464  
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（株主資本等変動計算書関係）

 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 

 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

 当事業年度（自　平成19年6月1日　至　平成20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) 　                11 　                 0 　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　12

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加909株(表示単位未満)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

 平成20年1月17日

　　取締役会
 普通株式 　　　　　　　34 　　　　　　　　5  平成19年11月30日  平成20年2月8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20年8月27日

　定時株主総会
 普通株式 　　　　　48  利益剰余金 　　　　　　　7  平成20年5月31日平成20年8月28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18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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19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20年5月31日現在）

  

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  

  

現金及び預金勘定 809,803 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 639,803  

  

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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 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

 
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 43,303 25,354 17,948

工具器具備品 6,017 2,908 3,108

合計 49,320 28,262 21,057

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       10,589千円

１年超       17,642千円

合計       28,231千円

１年内 10,162千円

１年超      10,895千円

合計       21,057千円

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      10,689千円

減価償却費相当額      10,689千円

支払リース料     10,817千円

減価償却費相当額       10,817千円

(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19年5月31日） 当事業年度（平成20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 309,324 1,743,686 1,434,361 154,160 1,524,637 1,370,476

小計 309,324 1,743,686 1,434,361 154,160 1,524,637 1,370,476

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

　　株式 161,093 115,003 △46,090 320,698 256,264 △64,434

小計 161,093 115,003 △46,090 320,698 256,264 △64,434

合計 470,418 1,858,689 1,388,270 474,858 1,780,901 1,306,042

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19年5月31日） 当事業年度（平成20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。

当事業年度（自平成19年6月1日　至平成20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19年5月31日）
当事業年度

（平成20年5月31日）

退職給付債務   

退職給付引当金        472,004千円        464,199千円

３．退職給付費用に関する事項

 
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

退職給付費用   

勤務費用  　 46,299千円　 47,268千円　

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19年5月31日）

当事業年度
（平成20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18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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 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  

繰延税金資産   

退職給付引当金 187,722千円

役員退職慰労引当金 32,372  

未払費用 93,403  

未払事業税 5,652  

その他 14,671  

 繰延税金資産小計 333,822  

評価性引当金 △8,167  

繰延税金資産合計 325,654  

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 528,163  

繰延税金負債の純額 202,509  

　うち、「流動資産」の計上額 108,658  

　うち、「固定負債」の計上額 311,167  

（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。

　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。

当事業年度（自平成19年6月1日　至平成20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。

当事業年度（自平成19年6月1日　至平成20年5月31日）

　該当事項はありません。

   (企業結合等)

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。

当事業年度（自平成19年6月1日　至平成20年5月31日）

　該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（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。

当事業年度（自平成19年6月1日　至平成20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
777,406  未払金 63,215

　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　「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。

（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

１株当たり純資産額（円） 850.91 870.19

１株当たり当期純利益金額（円） 69.64 38.24

 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18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 486,837 267,200

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） 486,837 267,200

期中平均株式数（株） 6,990,276 6,988,272

（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

① 代表者の異動

　代表取締役会長　佐藤　  勇 (現　代表取締役社長)

  代表取締役社長　広瀬　靖弘 (現  取締役副社長)

② その他の役員の異動

　該当事項はありません。

③ 就任予定日

　平成20年8月27日

(2）その他

 

①生産実績

品目

前事業年度
自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日

当事業年度
自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

板紙 7,027,976 80.7 7,704,266 82.3

美粧段ボール 1,678,177 19.3 1,656,611 17.7

合計 8,706,153 100.0 9,360,877 100.0

　（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18年６月１日
至　平成19年５月31日

当事業年度
自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

板紙 6,932,888 80.5 7,509,210 81.9

美粧段ボール 1,678,177 19.5 1,656,611 18.1

合計 8,611,065 100.0 9,165,821 100.0

　（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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