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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 9,933 ― △26 ― △30 ― 40 ―

20年3月期第1四半期 10,140 0.0 △78 ― △72 ― △83 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 2.60 ―

20年3月期第1四半期 △5.32 ―

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

21年3月期第1四半期 18,892 3,161 16.3 196.53
20年3月期 18,623 3,162 16.5 196.07

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  3,075百万円 20年3月期  3,068百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 6.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 19,500 ― 30 ― 30 ― 20 ― 1.28
通期 41,000 △1.8 250 208.6 200 62.6 100 ― 6.41

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、３ページ「【定性的情報・財務諸表等】 4． その他」をご覧下さい。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、３ページ「【定性的情報・財務諸表等】 4． その他」をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項  
1．平成20年５月16日公表しました連結業績予想は、自己株式取得により１株当たり当期純利益は変更しておりますが、その他の業績予想は変更しておりません。上記
の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。なお、
上記予想に関する事項は、３ページ「【定性的情報・財務諸表等】 3． 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
2．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 16,861,544株 20年3月期 16,861,544株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 1,212,592株 20年3月期 1,211,447株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 15,649,308株 20年3月期第1四半期 15,657,835株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期のわが国経済は、米国サブプライム問題の影響による株価の下落、原油・原料価格の高騰、不安定な為

替動向などの懸念材料が重なり、景気の先行きに対する不透明感が急速に増大しております。

このような経営環境のなか当社グループは、「内作紙製品拡販と自社工場（連結子会社含む）100％稼動」「利益重視

の営業」「統合基幹システム稼動・運用」を目標に各事業部門の粗利額の増加、赤字部門の黒字化に取り組んでまいりま

した。

以上の結果、当第１四半期の売上高は、9,933百万円で前年同期比2.0％の減収となりましたが、利益面では営業損失

26百万円（前年同期は営業損失78百万円）、経常損失30百万円（前年同期は経常損失72百万円）、四半期純利益40百万円

（前年同期は四半期純損失83百万円）といずれも前期を上回る計上となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

「紙製品事業」

紙製品事業につきましては、販売数量は前年同期に比べほぼ横ばいも販売価格修正により、売上高は前年同期に比

べ73百万円増加して3,294百万円、営業利益は原材料価格の上昇に対し、販売価格修正および生産性の向上で補い、さ

らに不採算取引の縮小などから前年同期に比べ13百万円増加して33百万円となりました。

「化成品事業」

化成品事業につきましては、「容器包装リサイクル法」の施行によるレジ袋の需要減から販売数量が前年を下回り、

売上高は前年同期に比べ231百万円減少して3,781百万円、利益については、為替効果があったものの、原材料価格の

数次にわたる高騰に伴うレジ袋仕入価格の上昇に対する販売価格修正の時期が追いつかず、営業損失44百万円（前年

同期は営業損失96百万円）となりました。

「その他事業」

その他事業につきましては、Ｓ・Ｖ・Ｓ（スーパーバッグ・ベンダー・システム）を主たる事業として展開してお

りますが、主要なお客様である大手小売業界における個人消費の鈍化から、売上高は前年同期に比べ48百万円減少し

て2,857百万円、利益については、仕入価格の上昇により粗利率が低下、さらに当第１四半期から適用した「棚卸資産

の評価に関する会計基準」の影響もあり、営業損失15百万円（前年同期は営業損失2百万円）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債、純資産の状況

総資産は、前連結会計年度末に比べ269百万円増加して、18,892百万円となりました。主な増加は、現金及び預金の

増加273百万円、たな卸資産の増加286百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金の減少322百万円であります。

負債は、前連結会計年度末に比べ270百万円増加して、15,731百万円となりました。主な増加は、借入金の増加291

百万円、賞与引当金の増加128百万円、未払債務の増加132百万円であり、主な減少は、支払手形及び買掛金の減少273

百万円であります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ僅かに減少して、3,161百万円となりました。主な増加は、当第１四半期純利益

40百万円、その他有価証券の時価評価差額の増加80百万円であり、主な減少は配当金93百万円であります。

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の16.5％から16.3％となりました。

(2) 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」

税金等調整前当期純損失34百万円、たな卸資産の増加286百万円、仕入債務の減少273百万円などにより資金が減少

し、減価償却費85百万円、賞与引当金の増加128百万円、未払債務の増加132百万円、未収入金および売上債権の減少

428百万円などにより資金が増加して、営業活動では150百万円の増加となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」

投資有価証券および固定資産の取得による支出57百万円などがあり、投資活動では56百万円の減少となりました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」

借入金が純額で291百万円増加した一方、配当金の支払額58百万円などがあり、財務活動では229百万円の増加とな

りました。

以上の結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、1,377百万円と前連結会計年度末に比べ275百万円増加い

たしました。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、自己株式取得により１株当たり当期純利益は変更しておりますが、その他の業績予想は当

初の予想を達成できる見込みのため、平成20年５月16日公表時から変更しておりません。

ただし、景気後退、原材料価格の高騰がさらに進むなど、経営環境が大きく変化し、業績予想について見直しが必要

と判断した場合には、適切に開示してまいります。

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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① たな卸資産について、実地たな卸を行わず、帳簿たな卸により算出しております。

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、簿価切下げを行う方法

によっております。

② 固定資産の減価償却費の算定方法について、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償

却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

(3) 四半期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

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従

い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を当第１

四半期連結会計期間から適用し、当社及び国内連結子会社の評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法)に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

10,309千円増加しております。

　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。

③ 「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年５月

17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これに伴う営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失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。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,388,080 1,114,108

受取手形及び売掛金 6,996,794 7,319,157

商品及び製品 2,900,621 2,646,856

原材料 463,037 406,332

仕掛品 289,042 312,686

貯蔵品 30,970 31,028

短期貸付金 1,468 1,100

繰延税金資産 242,559 253,825

その他 332,438 514,873

貸倒引当金 △9,456 △8,509

流動資産合計 12,635,552 12,591,455

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,774,242 5,847,201

減価償却累計額 △4,080,535 △4,081,162

建物及び構築物（純額） 1,693,707 1,766,039

機械装置及び運搬具 10,352,258 10,450,410

減価償却累計額 △9,331,793 △9,450,241

機械装置及び運搬具（純額） 1,020,465 1,000,169

土地 1,123,398 1,123,398

建設仮勘定 4,435 5,295

その他 758,950 771,564

減価償却累計額 △669,704 △674,655

その他（純額） 89,246 96,909

有形固定資産合計 3,931,252 3,991,810

無形固定資産

電話加入権 15,692 15,692

その他 155,747 145,302

無形固定資産合計 171,439 160,993

投資その他の資産

投資有価証券 1,381,026 1,283,679

破産更生債権等 33,078 32,631

事業保険金 220,984 220,056

差入保証金 168,627 169,309

繰延税金資産 169,475 156,389

その他 222,368 57,841

貸倒引当金 △40,928 △40,381

投資その他の資産合計 2,154,630 1,879,524

固定資産合計 6,257,321 6,032,328

資産合計 18,892,873 18,623,782
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（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,361,286 8,634,543

短期借入金 2,356,024 1,827,718

未払金 581,066 447,001

未払法人税等 11,116 23,049

未払消費税等 24,643 15,760

賞与引当金 369,249 241,181

設備関係支払手形 45,912 6,849

設備関係未払金 101,854 56,317

その他 135,585 206,992

流動負債合計 11,986,736 11,459,410

固定負債

長期借入金 2,866,121 3,102,710

長期設備関係未払金 21,370 23,043

退職給付引当金 609,053 597,976

役員退職慰労引当金 248,364 278,498

固定負債合計 3,744,908 4,002,227

負債合計 15,731,643 15,461,637

純資産の部

株主資本

資本金 1,374,756 1,374,756

資本剰余金 1,450,226 1,450,226

利益剰余金 339,650 395,669

自己株式 △207,814 △207,638

株主資本合計 2,956,817 3,013,013

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 179,819 99,614

繰延ヘッジ損益 3,884 △28,003

為替換算調整勘定 △64,973 △16,075

評価・換算差額等合計 118,730 55,536

少数株主持分 85,682 93,596

純資産合計 3,161,230 3,162,145

負債純資産合計 18,892,873 18,623,782
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 9,933,420

売上原価 8,550,168

売上総利益 1,383,252

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 704,535

人件費 476,448

賃借料 54,013

旅費及び交通費 30,702

その他の経費 144,513

販売費及び一般管理費合計 1,410,211

営業損失（△） △26,959

営業外収益

受取利息 35

受取配当金 17,519

持分法による投資利益 6,726

受取賃貸料 8,194

作業屑売上 1,305

雑収入 14,304

営業外収益合計 48,083

営業外費用

支払利息 34,003

為替差損 11,843

その他 6,013

営業外費用合計 51,859

経常損失（△） △30,734

特別利益

前期損益修正益 34

固定資産売却益 1

貸倒引当金戻入額 62

特別利益合計 97

特別損失

固定資産除却損 1,867

投資有価証券評価損 2,411

特別損失合計 4,279

税金等調整前四半期純損失（△） △34,916

法人税、住民税及び事業税 4,407

法人税等調整額 △77,929

法人税等合計 △73,522

少数株主損失（△） △2,059

四半期純利益 40,665

決算短信 2008年07月30日 13時36分 03109xe01_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－ 6 －



スーパーバッグ㈱ (3945) 平成21年3月期 第1四半期決算短信

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △34,916

減価償却費 85,425

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,494

賞与引当金の増減額（△は減少） 128,068

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,057

未払債務の増減額（△は減少） 132,401

未収入金の増減額（△は増加） 106,772

受取利息及び受取配当金 △17,554

支払利息 35,339

為替差損益（△は益） 11,843

持分法による投資損益（△は益） △6,726

固定資産売却損益（△は益） △1

固定資産除却損 1,867

投資有価証券評価損益（△は益） 2,411

売上債権の増減額（△は増加） 321,683

たな卸資産の増減額（△は増加） △286,770

仕入債務の増減額（△は減少） △273,257

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,883

その他 △37,518

小計 160,388

利息及び配当金の受取額 43,474

利息の支払額 △36,623

法人税等の支払額 △16,532

営業活動によるキャッシュ・フロー 150,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △3,360

固定資産の取得による支出 △54,063

固定資産の売却による収入 126

貸付けによる支出 △665

貸付金の回収による収入 297

その他 1,098

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,309,542

短期借入金の返済による支出 △763,706

長期借入金の返済による支出 △254,120

自己株式の取得による支出 △177

配当金の支払額 △58,440

その他 △3,275

財務活動によるキャッシュ・フロー 229,826

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 275,070

現金及び現金同等物の期首残高 1,102,498

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,377,568
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期

連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

(単位：千円)

紙製品事業 化成品事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

3,294,544 3,781,003 2,857,873 9,933,420 ― 9,933,420

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,294,544 3,781,003 2,857,873 9,933,420 ― 9,933,420

営業費用 3,261,514 3,825,532 2,873,333 9,960,379 ― 9,960,379

営業利益又は営業損失（△） 33,030 △44,529 △15,460 △26,959 ― △26,959

(注) １ 事業の区分は、製品の種類により区分しております。

２ 各区分の主な製品

(1) 紙製品事業 ……… 角底紙袋、手提袋、平袋、防湿加工紙、包装紙

(2) 化成品事業 ……… ポリ袋、トレー

(3) その他事業 ……… レジ用紙、事務用品、その他雑貨

３ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を当第１

四半期連結累計期間から適用し、当社及び国内連結子会社の評価基準については、原価法から原価法(収益性の

低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業費用は、紙製品事業が2,327

千円、化成品事業が3,674千円、その他事業が4,309千円それぞれ増加し、営業利益は紙製品事業が2,327千円減

少し、営業損失は化成品事業が3,674千円、その他事業が4,309千円増加しております。

４ 「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年５月17日

実務対応報告第18号)を当第１四半期連結累計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これに伴う営業利益又は営業損失に与える影響は軽微であります。

【所在地別セグメント情報】

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超え

ているため、記載を省略しております。

【海外売上高】

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

(要約) 前四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

金 額 百分比

Ⅰ 売上高 10,140 100.0

Ⅱ 売上原価 8,795 86.7

　 売上総利益 1,344 13.3

Ⅲ  販売費及び一般管理費

　 運送費 451

　 保管料 261

　 人件費 474

　 賃借料 55

　 旅費交通費 32

　 その他の経費 148

　 販売費及び一般管理費合計 1,422 14.1

　 営業損失（△) △ 78 △ 0.8

Ⅳ 営業外収益

　 受取利息及び配当金 14

　 持分法による投資利益 5

　 その他の営業外収益 25

　 営業外収益合計 45 0.5

Ⅴ 営業外費用

　 支払利息 36

　 その他の営業外費用 2

　 営業外費用合計 38 0.4

　 経常損失（△）  △ 72 △ 0.7

Ⅵ 特別利益

　 貸倒引当金戻入益 1

　 保険金収入 0

　 特別利益合計 2 0.0

Ⅶ 特別損失

　 固定資産除却損 12

　 投資有価証券売却損 11

　 投資有価証券評価損 1

　 特別損失合計 25 0.2

　 税金等調整前四半期純損失（△) △ 95 △ 0.9

　 法人税、住民税及び事業税 8 0.1

　 法人税等調整額 △ 21 △ 0.2

　 少数株主利益 0 0.0

　 四半期純損失（△） △ 83 △ 0.8
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(要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

区 分 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 税金等調整前四半期純損失（△） △ 95

　 減価償却費 98

　 賞与引当金の増加額 128

　 未払債務の増加額 130

　 受取利息及び受取配当金 △ 14

　 支払利息 36

　 為替差益 △ 4

　 持分法による投資利益 △ 5

　 投資有価証券売却損 11

　 有形固定資産売却損及び有形固定資産除却損 12

　 投資有価証券評価損 1

　 売上債権の減少額  8

　 たな卸資産の増加額 △ 243

　 仕入債務の減少額 △ 166

　 未払消費税等の増加額 2

　 その他の増減額 47

　 小計 △ 52

　 利息及び配当金の受取額 14

　 利息の支払額 △ 37

　 法人税等の支払額 △ 56

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 131

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 投資有価証券の取得による支出 △ 3

　 投資有価証券の売却による収入 2

　 固定資産の取得による支出 △ 61

　 その他の増減額 8

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 54

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入れによる収入 1,455

　 短期借入金の返済による支出 △ 977

　 長期借入れによる収入 596

　 長期借入金の返済による支出 △ 439

　 配当金の支払額 △ 64

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 570

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 8

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 393

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 860

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,253
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(要約) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

(単位：百万円)

紙製品事業 化成品事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

3,221 4,012 2,906 10,140 ― 10,140

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,221 4,012 2,906 10,140 ― 10,140

営業費用 3,201 4,108 2,908 10,218 ― 10,218

営業利益又は営業損失（△） 19 △96 △2 △78 ― △78

(注) １ 事業の区分は、製品の種類により区分しております。

２ 各区分の主な製品

(1) 紙製品事業 ……… 角底紙袋、手提袋、平袋、防湿加工紙、包装紙

(2) 化成品事業 ……… ポリ袋、トレー

(3) その他事業 ……… レジ用紙、事務用品、その他雑貨

【所在地別セグメント情報】

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超え

ているため、記載を省略しております。

【海外売上高】

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。
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6. その他の情報

(1) 受注及び販売の状況

①連結受注状況

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
自平成19年４月１日
至平成19年６月30日

当第１四半期連結累計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

前連結会計年度
自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

金額 構成比 金額 金額 構成比 金額 金額 構成比 金額

％ ％ ％

角底紙袋 2,419,046 23.8 769,000 2,487,669 25.1 846,000 10,826,436 25.9 839,000

その他紙袋 263,656 2.6 108,500 240,791 2.4 80,000 1,017,377 2.4 93,000

防湿加工紙 192,214 1.9 75,000 173,377 1.7 55,000 700,268 1.7 57,000

その他紙製品 431,106 4.2 168,300 386,507 3.9 121,300 1,554,917 3.7 119,500

化成品 4,006,444 39.3 1,302,000 3,778,003 38.1 1,279,000 16,088,236 38.5 1,282,000

その他 2,872,453 28.2 911,000 2,860,873 28.8 954,000 11,621,168 27.8 951,000

合計 10,184,919 100.0 3,333,800 9,927,220 100.0 3,335,300 41,808,402 100.0 3,341,500

②連結販売実績

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
自平成19年４月１日
至平成19年６月30日

当第１四半期連結累計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

前連結会計年度
自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

角底紙袋 2,439,046 24.0 2,480,669 25.0 10,776,436 25.8

その他紙袋 241,856 2.4 253,791 2.5 1,011,077 2.4

防湿加工紙 167,214 1.6 175,377 1.8 693,268 1.7

その他紙製品 373,106 3.7 384,707 3.9 1,545,717 3.7

化成品 4,012,444 39.6 3,781,003 38.0 16,114,236 38.6

その他 2,906,453 28.7 2,857,873 28.8 11,615,168 27.8

合計 10,140,119 100.0 9,933,420 100.0 41,755,902 100.0
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