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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 4,196 ― 442 ― 452 ― 248 ―

20年3月期第1四半期 3,880 3.9 316 △16.4 321 △16.1 192 △14.7

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 39.95 ―

20年3月期第1四半期 30.49 ―

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 14,142 10,144 71.7 1,633.99
20年3月期 13,903 10,098 72.6 1,626.57

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,144百万円 20年3月期  10,098百万円

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 ― 33.00 ― 33.00 66.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 33.00 ― 33.00 66.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 8,653 ― 817 ― 816 ― 463 ― 74.61
通期 17,000 6.0 1,431 2.6 1,439 1.5 817 2.2 131.67

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(2) 四半期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. その他をご覧ください。]  

(3) 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、その他特記事項 
 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に 
従い四半期財務諸表を作成しております。 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素 
を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。  

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  6,300,000株 20年3月期  6,300,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  91,358株 20年3月期  91,358株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  6,208,642株 20年3月期第1四半期  6,299,960株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報
当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、急激な原油高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発

した世界的な景気の減速が強まるなか、ガソリンや食品等生活関連商品の物価上昇が進みつつあり、先行き
への不透明感が一層増しております。
当軟包装資材業界におきましては、包装資材における価格転嫁に注力するものの、更なる原材料価格の高

騰により、利益確保は容易ではない厳しい状況が続いております。
このような状況のもと、当社のビジネスモデルである包装フィルムと充填機械を提供する体制をより強化

し、液体充填システムを食品業界から洗剤・化粧品業界まで積極的に営業活動を行うとともに、充填機械の
海外展開および製造システムの見直し、フィルム製造における生産効率の向上を推し進め利益確保に努めま
した。
その結果、売上高は41億96百万円（前年同期比8.1％増）、営業利益は４億42百万円（同39.8％増）、経常利

益は４億52百万円（同40.7％増）、四半期純利益は２億48百万円（同29.1％増）となり前年同期に比べ増収増
益となりました。

[包装フィルム部門]
包装フィルム部門につきましては、天候不順により季節商品の受注がやや不安定であったものの、化粧品

や健康食品等の非食品分野が好調に推移し前年同期を上回りました。また、原材料価格の値上げに対しては、
生産効率の向上のほか、より徹底した予算管理による経費削減等に取り組み、収益体制の強化に努めました。
その結果、包装フィルム部門の売上高は39億３百万円（前年同期比7.0％増）となりました。

[包装機械部門]
包装機械部門につきましては、国内の既存顧客を中心に保守メンテナンスを通じて、リピート需要を含め

た更なる需要の掘り起こしを行い、積極的な営業展開に注力いたしました。また、本年４月に海外事業推進
室を立上げ、北米を中心とした引き合いも増え順調に推移いたしました。
その結果、包装機械部門の売上高は２億92百万円（前年同期比25.0％増）となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報
当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ２億39百万円（前事業年度末比1.7％）増加し、

141億42百万円となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ３億46百万円（同3.9％）増加し、92億63百万円となりました。主たる増

加要因としては、営業活動の拡大等により受取手形及び売掛金が３億75百万円増加したことに加え、たな卸
資産が１億13百万円増加、現金及び預金が98百万円減少したことによるものです。
固定資産は前事業年度末に比べ１億７百万円（同2.2％）減少し、48億78百万円となりました。主たる減少

要因としては、建物・機械及び装置の減価償却費が建物・機械及び装置の取得を上回り前事業年度末と比べ
83百万円減少したことによるものです。
負債合計は、前事業年度末に比べ１億92百万円（同5.1％）増加し、39億97百万円となりました。主たる増

加要因としては、営業活動の拡大等により買掛金が３億66百万円増加、確定納付による未払法人税等の１億
89百万円減少、賞与の支払に伴い賞与引当金が１億１百万円減少したこと等によるものです。
純資産合計は101億44百万円（前事業年度末の純資産合計は100億98百万円）となりました。主たる増加要

因としては、業績が拡大したこと等に伴い、利益剰余金が43百万円増加したことによるものです。
この結果、自己資本比率は前事業年度末の72.6％から0.9ポイント下降し71.7％となり、１株当たり純資産

は1,633円99銭となりました。

（キャッシュ・フローについて）
当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による収入が

２億64百万円ありましたが、投資活動による支出が２億９百万円、財務活動による支出が１億56百万円あっ
たことにより、前年同期に比べ６億10百万円の増加になり、当第１四半期会計期間末には19億35百万円（前
年同期比46.0％増）となりました。
当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期会計期間における営業活動の結果得られた資金は２億64百万円（前年同期比は21百万円の支

出）となりました。
これは主に、法人税等の支払額３億４百万円、売上債権の増加額３億75百万円、たな卸資産の増加額１億

13百万円、賞与引当金の減少額１億１百万円があったものの、税引前四半期純利益が４億26百万円、仕入債
務の増加額３億66百万円、その他流動負債の増加額２億21百万円、減価償却費１億43百万円等によるもので
あります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は２億９百万円（前年同期比114.7％増）となりました。
これは主に、本社新工場生産設備等の有形固定資産の取得による支出２億４百万円等によるものであり

ます。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は１億56百万円（同2.4％減）となりました。
これは、資金使途として配当金の支払額１億56百万円によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報
現時点において、平成20年５月12日付「平成20年３月期 決算短信(非連結)」記載の第２四半期累計期

間・通期予想を変更しておりません。

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の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財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。

(3) 四半期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「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準指針第14号）を当第１四半期会計期間から適用しております。また、「四半期財務諸表等
規則」に従い四半期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１四半期会計期間から適用し、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、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期

純利益が7,435千円それぞれ減少しております。
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

　

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,745,708 2,844,244

受取手形及び売掛金 4,757,865 4,382,313

製品 986,963 971,223

原材料 145,069 119,775

仕掛品 460,248 387,962

その他 176,681 218,248

貸倒引当金 △8,564 △6,135

流動資産合計 9,263,971 8,917,631

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,815,727 1,840,727

機械及び装置（純額） 1,186,051 1,244,688

土地 1,048,605 1,048,605

その他（純額） 275,295 283,157

有形固定資産合計 4,325,681 4,417,179

無形固定資産 169,746 186,638

投資その他の資産

その他 410,632 415,421

貸倒引当金  △27,794 △33,707

投資その他の資産合計 382,838 381,713

固定資産合計 4,878,266 4,985,531

資産合計 14,142,237 13,903,163

負債の部

流動負債

買掛金 2,981,139 2,614,933

未払法人税等 127,329 316,858

賞与引当金 111,100 212,800

役員賞与引当金 3,000 12,000

その他 602,019 480,088

流動負債合計 3,824,588 3,636,681

固定負債

退職給付引当金 109,708 103,748

役員退職慰労引当金 62,987 63,933

その他 40 －

固定負債合計 172,736 167,681

負債合計 3,997,324 3,804,363

純資産の部

株主資本

資本金 2,408,600 2,408,600

資本剰余金 2,896,075 2,896,075

利益剰余金 5,042,145 4,998,935

自己株式 △208,776 △208,776

株主資本合計 10,138,043 10,094,833

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,869 3,965

評価・換算差額等合計 6,869 3,965

純資産合計 10,144,912 10,098,799

負債純資産合計 14,142,237 13,903,163
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

   至 平成20年６月30日) 

売上高 4,196,183

売上原価 3,137,651

売上総利益 1,058,532

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 126,926

貸倒引当金繰入額 3,606

役員報酬 30,835

役員賞与引当金繰入額 3,000

給料及び手当 140,087

賞与 4,117

賞与引当金繰入額 45,545

退職給付費用 13,901

役員退職慰労引当金繰入額 1,104

福利厚生費 21,973

旅費及び交通費 24,758

賃借料 42,753

消耗品費 19,287

減価償却費 36,828

その他 101,314

販売費及び一般管理費合計 616,039

営業利益 442,492

営業外収益

受取利息 2,359

受取配当金 3,727

仕入割引 134

雑収入 5,444

営業外収益合計 11,665

営業外費用

売上割引 421

雑損失 1,348

営業外費用合計 1,770

経常利益 452,387

特別損失

固定資産除却損 24,532

役員退職慰労金 1,050

特別損失合計 25,582

税引前四半期純利益 426,804

法人税、住民税及び事業税 121,444

法人税等調整額 57,265

法人税等合計 178,709

四半期純利益 248,095
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

（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

税引前四半期純利益 426,804

減価償却費 143,777

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,483

賞与引当金の増減額（△は減少） △101,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,959

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △945

受取利息及び受取配当金 △6,086

有形固定資産除却損 24,532

売上債権の増減額（△は増加） △375,552

たな卸資産の増減額（△は増加） △113,320

仕入債務の増減額（△は減少） 366,205

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,435

その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,632

その他の流動負債の増減額（△は減少） 221,634

その他の固定負債の増減額（△は減少） 40

その他 5,913

小計 562,710

利息及び配当金の受取額 6,022

法人税等の支払額 △304,548

営業活動によるキャッシュ・フロー 264,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △803,000

定期預金の払戻による収入 800,000

貸付金の回収による収入 548

有形固定資産の取得による支出 △204,539

無形固定資産の取得による支出 △682

投資有価証券の取得による支出 △1,846

その他 △66

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △156,134

財務活動によるキャッシュ・フロー △156,134

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △101,535

現金及び現金同等物の期首残高 2,037,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,935,708
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注記事項

当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期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

当第１四半期会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。

「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）四半期損益計算書

科 目

前第１四半期累計期間
自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日

金額（千円）

Ⅰ 売上高 3,880,735

Ⅱ 売上原価 2,947,649

　 売上総利益 933,085

Ⅲ 販売費及び一般管理費 616,653

　 営業利益 316,432

Ⅳ 営業外収益 6,650

Ⅴ 営業外費用 1,599

　 経常利益 321,482

Ⅵ 特別利益 375

Ⅶ 特別損失 15,833

　 税引前第１四半期純利益 306,024

　 法人税、住民税及び事業税 44,248

　 法人税等調整額 69,643

　 第１四半期純利益 192,132
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(2)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間
自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日

区 分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前第１四半期純利益 306,024

   減価償却費 159,196

   貸倒引当金の増減額(減少：△) 7,386

   賞与引当金の増減額(減少：△) △ 96,900

   役員賞与引当金の増減額(減少：△) △ 30,967

   退職給付引当金の増減額(減少：△) △ 5,528

   役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) △ 7,787

   受取利息及び受取配当金 △ 3,235

   有形固定資産売却益 △ 375

   有形固定資産売却損 24

   有形固定資産除却損 1,456

   売上債権の増減額(増加：△) △ 509,894

   たな卸資産の増減額(増加：△) △ 144,479

   仕入債務の増減額(減少：△) 399,239

   未払消費税等の増減額(減少：△) △ 14,010

   その他の流動資産の増減額(増加：△) △ 30,536

   その他の流動負債の増減額(減少：△) 220,449

   その他の固定負債の増減額(減少：△) △ 884

   その他の営業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,675

小           計 246,503

   利息及び配当金の受取額 3,539

   法人税等の支払額 △ 271,340

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 21,296

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △ 1,202,000

   定期預金の払戻による収入 1,200,000

   貸付金の回収による収入 540

   有形固定資産の取得による支出 △ 91,334

   無形固定資産の取得による支出 △ 3,216

   投資有価証券の取得による支出 △ 1,629

   その他の投資活動によるキャッシュ・フロー 19

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 97,620

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   配当金の支払額 △ 159,980

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 159,980

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加額(減少：△) △ 278,897

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,604,272

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高 1,325,374
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6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第１四半期会計期間における生産実績は、次のとおりであります。

区 分 生産高(千円)

包
装
フ
ィ
ル
ム

液体・粘体自動充填用フィルム 3,190,537 

ラミネート汎用品 564,922 

その他 64,443 

計 3,819,904 

包
装
機
械

包装機械 114,642 

その他 154,144 

計 268,787 

合 計 4,088,691 

（注）１．上記の金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

２．包装フィルムの液体・粘体自動充填用フィルムには、粉末自動充填用フィルムが含まれております。

３．包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。

４．包装機械のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。

(2) 製品仕入実績

当第１四半期会計期間における製品仕入実績は、次のとおりであります。

区 分 製品仕入高(千円)

汎用フィルム 135,632 

合 計 135,632 

（注）上記の金額は仕入価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(3) 受注実績

当第１四半期会計期間における受注実績は、次のとおりであります。

区 分 受注高(千円) 受注残高(千円)

包
装
フ
ィ
ル
ム

液体・粘体自動充填用フィルム 3,159,749  1,848,206 

ラミネート汎用品 639,736  204,738 

その他 237,895  97,907 

計 4,037,381  2,150,852 

包
装
機
械

包装機械 136,947  37,438 

その他 160,200  36,126 

計 297,148  73,565 

合 計 4,334,529  2,224,417 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．包装フィルムの液体・粘体自動充填用フィルムには、粉末自動充填用フィルムが含まれております。

３．包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。

４．包装機械のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。
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(4) 販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績は、次のとおりであります。

区 分 販売高(千円)

包
装
フ
ィ
ル
ム

液体・粘体自動充填用フィルム 3,137,634 

ラミネート汎用品 545,505 

その他 220,558 

計 3,903,698 

包
装
機
械

包装機械 114,541 

その他 177,943 

計 292,485 

合 計 4,196,183 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．包装フィルムの液体・粘体自動充填用フィルムには、粉末自動充填用フィルムが含まれております。

３．包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。

４．包装機械のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。

５．輸出については、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。

６．主要顧客については、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。
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