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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 24,014 ― 1,973 ― 2,098 ― 1,309 ―

20年3月期第1四半期 24,259 3.3 2,174 △10.3 2,327 △3.4 1,380 3.8

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 44.62 ―

20年3月期第1四半期 46.31 46.31

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 82,887 46,206 55.7 1,573.97
20年3月期 81,632 47,367 58.0 1,613.49

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  46,206百万円 20年3月期  47,367百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

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 49,500 ― 4,200 ― 4,200 ― 2,600 ― 88.57
通期 95,000 3.3 6,500 20.7 6,500 29.3 4,000 64.5 136.25

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」をご覧ください。  

(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」をご覧ください。  

(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、その他特記事項 
１．平成20年５月14日発表の連結業績予想は修正しておりません。なお、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報
及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  30,080,978株 20年3月期  30,080,978株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  724,122株 20年3月期  724,062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  29,356,907株 20年3月期第1四半期  29,799,232株



【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１四半期連結会計期間における業績は、売上高240億14百万円（前年同期比1.0％減）、営業利益19億73百万

円（前年同期比9.3％減）、経常利益20億98百万円（前年同期比9.9％減）、当期純利益13億９百万円（前年同期比

5.1％減）となりました。 

 所在地別セグメントの業績は以下のとおりです。 

（国内） 

 シュリンクラベルは、ＰＥＴ飲料市場の伸張に相応して飲料関係で販売数量が増加し売上高は前年同期比5.1％増

となりました。また、ソフトパウチは飲料大手ブランドオーナーの新商品に採用され大幅に拡大し前年同期比

13.9％増となりました。しかしながら、タックラベルはキャンペーンタックの減少等により前年同期比15.5％減と

なりました。また、機械は前期、高速ラベラー更新時期で売上高が拡大しましたが、当期は中低速ラベラーがメイ

ンであることにより売上高は前年同期比20.1％減となりました。 

 その結果、国内売上高175億98百万円（前年同期比0.4％増）となりました。 

 損益面では、シュリンクラベルにおいては原材料費高騰による影響はありましたが、合理化や経費削減の効果に

より微減となりました。しかしながら、タックラベル及び機械の販売減による減益が大きく、営業利益は15億81百

万円（前年同期比20.7％減）となりました。 

（北米） 

 シュリンクラベルは、メキシコへの販売増加などにより売上高は前年同期比4.8％増（現地通貨ベース）となりま

した。その他ラベルは食品・乳製品・日用品分野への販売が増加しましたが、一方飲料分野での減少により前年同

期比3.7％減（現地通貨ベース）となりました。機械は検収遅れなどにより前年同期比10.3％減（現地通貨ベース）

となりました。 

 損益面では、シュリンクラベル・その他ラベルともに原材料費の値上げ影響が大きく、製造ラインでの生産性向

上や、新印刷機の導入効果等では吸収できませんでした。  

 その結果、北米売上高は35億９百万円（前年同期比13.9％減、現地通貨ベース1.5％増）、営業利益は２億68百万

円（前年同期比38.3％減、現地通貨ベース27.6％減）となりました。 

（欧州） 

 シュリンクラベルは、引続きスペイン向けが好調であり売上高は前年同期比18.5％増（現地通貨ベース）と躍進

しました。機械においても前年同期比22.3％増（現地通貨ベース）となりました。 

 損益面では、原材料費の高騰の影響はありましたが、生産性向上による材料比率改善、製造人件費抑制などの効

果により製造原価改善が進んだこと、特にFuji Seal Poland Sp.zo.o.が黒字化へ転じたことで大幅に改善されまし

た。 

 その結果、欧州売上高は37億75百万円（前年同期比15.3％増、現地通貨ベース14.7％増）、営業利益は１億67百

万円（前年同期は２億23百万円の営業損失）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 ① 連結財政状態の分析 

 当第１四半期末における総資産は828億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億55百万円の増加となりま

した。その主な要因は、受取手形及び売掛金が、第１四半期が年間を通じて売上高が 盛期となることで前期末

比24億38百万円増加したこと、たな卸資産の減少（対前期末比７億32百万円減）、為替換算の影響による有形固

定資産の減少（対前期末比７億47百万円減）等によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ24億15百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の

増加（対前期末比15億72百万円増）、短期借入金の減少（対前期末比８億21百万円減）、未払法人税等の増加

（対前期末比４億69百万円増）、長期借入金の増加（対前期末比３億20百万円増）及びその他流動負債の増加

（対前期末比４億58百万円増）であります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ11億60百万円の減少となりました。その主な要因は利益剰余金の増加（対

前期末比６億97百万円増）及び在外連結子会社の換算レートの変動による為替換算調整勘定の減少（対前期末比

19億18百万円減）によるものです。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は46億78百万円となり、前連結会計年度末と比べ15億99百

万円の増加となりました。これは主に当座借越（負の現金同等物）の減少によるものであります。 

 当第１四半期連結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） 

 営業活動の結果得られた資金は、23億13百万円（前年同期比11億46百万円の増加）となりました。主な内訳

は、税金等調整前四半期純利益を21億２百万円計上し、減価償却費11億38百万円、賞与引当金の増加額３億94百

万円、たな卸資産の減少額４億25百万円、仕入債務の増加額20億９百万円等による収入と、売上債権の増加額32

億21百万円及び法人税等の支払額８億37百万円の支出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） 

 投資活動の結果使用した資金は、19億13百万円（前年同期比６億45百万円の増加）となりました。主な内訳

は、国内及び北米での設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出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） 

 財務活動の結果調達した資金は、11億24百万円（前年同期比13億91百万円の減少）となりました。主な内訳

は、短期借入金の純増加額11億66百万円、長期借入金の純増加額４億３百万円及び配当金の支払額４億40百万円

によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の連結業績は、原材料費高騰の影響が大きく損益面では前期比減益となりましたが、経費削減効果

なども表れ出しており、第２四半期連結累計期間および通期の業績については、平成20年５月14日に公表した業績

予想に変更はございません。 

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 簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等を使用しております。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、一部の海外連結子会社について加味する加減算項目や税額控除項目を

重要なものに限定する方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末

以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度におい

て使用した将来の業績予測などを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

(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 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

 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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

（たな卸資産） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ8,263千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。 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これにより、営業利益は7,232千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ5,117千円増加してお

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。 



④ リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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引続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１四

半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を主として11年から10年に変更しております。これにより、従来と

同様の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ37,328千円

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。 



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 4,943,351 4,958,042

受取手形及び売掛金 25,494,740 23,056,094

製品 3,573,651 3,687,587

原材料 2,000,112 1,914,118

仕掛品 1,458,102 2,125,472

貯蔵品 49,430 86,640

その他 3,409,359 2,749,242

貸倒引当金 △76,077 △109,260

流動資産合計 40,852,671 38,467,937

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,235,956 9,588,578

機械装置及び運搬具 19,023,425 19,519,268

土地 4,323,554 4,360,019

建設仮勘定 2,468,211 3,350,736

その他 639,983 620,133

有形固定資産合計 36,691,131 37,438,737

無形固定資産   

のれん 335,236 480,754

その他 871,473 934,620

無形固定資産合計 1,206,710 1,415,375

投資その他の資産   

投資有価証券 2,910,445 2,931,648

その他 1,446,691 1,596,180

貸倒引当金 △220,036 △217,319

投資その他の資産合計 4,137,100 4,310,509

固定資産合計 42,034,942 43,164,622

資産合計 82,887,613 81,632,560



（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 16,845,751 15,273,072

短期借入金 8,577,993 9,399,339

1年内返済予定の長期借入金 925,157 970,691

未払金 2,836,366 2,756,683

未払法人税等 857,154 387,696

賞与引当金 1,183,530 793,501

その他 3,355,519 2,897,510

流動負債合計 34,581,473 32,478,496

固定負債   

長期借入金 1,127,894 761,692

退職給付引当金 730,301 777,911

その他 241,222 247,259

固定負債合計 2,099,418 1,786,863

負債合計 36,680,892 34,265,359

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,990,186 5,990,186

資本剰余金 6,233,090 6,233,090

利益剰余金 36,308,515 35,611,439

自己株式 △1,981,825 △1,981,706

株主資本合計 46,549,967 45,853,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 149,128 156,394

年金債務調整額 △433,789 △502,460

為替換算調整勘定 △58,585 1,860,256

評価・換算差額等合計 △343,245 1,514,190

純資産合計 46,206,721 47,367,200

負債純資産合計 82,887,613 81,632,560



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 24,014,282

売上原価 19,221,575

売上総利益 4,792,706

販売費及び一般管理費 2,819,446

営業利益 1,973,260

営業外収益  

受取利息 629

受取配当金 12,367

為替差益 164,728

その他 47,140

営業外収益合計 224,866

営業外費用  

支払利息 87,561

持分法による投資損失 9,042

その他 3,152

営業外費用合計 99,756

経常利益 2,098,370

特別利益  

貸倒引当金戻入額 577

移転補償金 9,343

特別利益合計 9,920

特別損失  

固定資産除売却損 6,095

特別損失合計 6,095

税金等調整前四半期純利益 2,102,194

法人税、住民税及び事業税 973,779

法人税等調整額 △181,574

法人税等合計 792,205

四半期純利益 1,309,989



（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利益 2,102,194

減価償却費 1,138,442

のれん償却額 34,487

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,472

賞与引当金の増減額（△は減少） 394,072

退職給付引当金の増減額（△は減少） △54,760

持分法による投資損益（△は益） 9,042

固定資産除売却損益（△は益） 6,095

受取利息及び受取配当金 △12,996

支払利息 87,561

為替差損益（△は益） △90,887

売上債権の増減額（△は増加） △3,221,839

たな卸資産の増減額（△は増加） 425,218

仕入債務の増減額（△は減少） 2,009,651

未払金の増減額（△は減少） △157,070

その他 582,568

小計 3,232,307

利息及び配当金の受取額 12,912

利息の支払額 △94,751

法人税等の支払額 △837,233

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,313,234

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 △1,915,477

有形固定資産の売却による収入 192

無形固定資産の取得による支出 △18,386

投資有価証券の取得による支出 △5,445

その他 25,810

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,913,306

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 1,508,806

短期借入金の返済による支出 △342,750

長期借入れによる収入 601,140

長期借入金の返済による支出 △197,350

自己株式の取得による支出 △118

配当金の支払額 △440,353

その他 △4,915

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,124,457

現金及び現金同等物に係る換算差額 74,815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,599,200

現金及び現金同等物の期首残高 3,079,410

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,678,611



  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 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計会計期間において当社グループは、シュリンクラベル・タックラベル及びソフトパウチ

の製造販売、包装機械の製造販売等を事業内容としておりますが、これらの製品は一連のものであり、システム

販売をしております。また、採算性についてもシステムとして管理しており、単一の事業と考えているため、事

業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

（注）１．国又は地域の区分は地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する国は次のとおりであります。 

北米：アメリカ 

欧州：イギリス、オランダ、フランス、ポーランド 

３．会計処理の方法の変更 

 ①  重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

  （たな卸資産） 

 【定性的情報・財務諸表等】４(3)②に記載のとおり、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、

従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定

しております。「国内」の営業費用は8,263千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 ② 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い 

 【定性的情報・財務諸表等】４(3)③に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作

成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適

用し、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、営業費用は「北米」で559千円、「欧州」で

6,672千円それぞれ減少し、営業利益がそれぞれ同額増加しております。 

 ③ リース取引に関する会計基準の適用 

 【定性的情報・財務諸表等】４(3)④に記載のとおり、所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、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したが、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正))及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に

係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間か

らこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 

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） 

国内(千円) 北米(千円) 欧州(千円) 計(千円) 
消去又は全
社(千円) 

連結(千円) 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 17,139,956 3,502,926 3,371,400 24,014,282 － 24,014,282 

(2）セグメント間の内部売上

高 
458,742 6,912 403,614 869,269 (869,269) － 

計 17,598,698 3,509,838 3,775,014 24,883,551 (869,269) 24,014,282 

営業費用 16,016,731 3,241,167 3,607,790 22,865,689 (824,667) 22,041,021 

営業利益 1,581,967 268,671 167,223 2,017,862 (44,602) 1,973,260 



 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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引続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 

 【定性的情報・財務諸表等】４(3)（追加情報）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度

の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐

用年数を主として11年から10年に変更しております。これにより、従来と同様の方法によった場合と比較し

て、「国内」の営業費用は37,328千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

ｃ．海外売上高 

（注）１．国又は地域の区分は地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

北米：アメリカ、カナダ、メキシコ 

欧州：欧州全域 

その他：東南アジア、インド、オーストラリア他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（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。 

（７）販売実績 

 
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） 

北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 3,693,990 3,145,980 245,618 7,085,590 

Ⅱ 連結売上高（千円）       24,014,282 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
15.4 13.1 1.0 29.5 

品目 

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（千円） 構成比（％） 

シュリンクラベル 15,969,260 66.5 

タックラベル 2,114,208 8.8 

その他ラベル 811,169 3.4 

ソフトパウチ 1,254,198 5.2 

機械 2,083,274 8.7 

その他 1,782,170 7.4 

合計 24,014,282 100.0 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）  

科目 

前第１四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 24,259,422 

Ⅱ 売上原価 19,122,089 

売上総利益 5,137,332 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,962,650 

営業利益 2,174,682 

Ⅳ 営業外収益 242,004 

１．受取利息 4,428 

２．受取配当金  9,309 

３．為替差益  134,511 

４．持分法による投資利益 57,965 

５．その他 35,788 

Ⅴ 営業外費用 88,747 

１．支払利息 79,804 

２．その他 8,942 

経常利益 2,327,938 

Ⅵ 特別利益 5,555 

１．固定資産売却益 912 

２．貸倒引当金戻入益 4,643 

Ⅶ 特別損失 61,770 

１．固定資産除売却損 6,432 

２．割増退職金 55,152 

３．ゴルフ会員権評価損 185 

税金等調整前四半期純利益 2,271,724 

法人税、住民税及び事業税 683,441 

法人税等調整額 208,157 

四半期純利益 1,380,125 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）  

 
前第１四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

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利益 2,271,724 

 減価償却費 1,082,938 

 のれん償却額 49,745 

 貸倒引当金の増減額（減少：△） △37,567 

 賞与引当金の増減額（減少：△） 421,188 

 退職給付引当金の増減額（減少：△） △359,816 

 持分法による投資利益 △57,965 

 固定資産売却益 △912 

 固定資産除売却損 6,432 

 受取利息及び受取配当金 △13,738 

 支払利息 79,804 

 為替差損益（差益：△） △116,885 

 売上債権の増減額（増加：△） △3,373,108 

 たな卸資産の増減額（増加：△） △625,671 

 仕入債務の増減額（減少：△） 2,709,345 

 未払金の増減額（減少：△） △152,005 

 未払消費税等の増減額（減少：△） 80,833 

 その他 1,397,367 

小計 3,361,707 

 利息及び配当金の受取額 13,656 

 利息の支払額 △78,246 

 法人税等の支払額 △2,130,361 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,166,756 

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 △4,487 

 有形固定資産の取得による支出 △1,310,697 

 有形固定資産の売却による収入 18,920 

 貸付けによる支出 △16,203 

 貸付金の回収による収入 3,814 

 無形固定資産の取得による支出 △5,343 

 長期前払費用の増加に伴う支出 △2,106 

 その他 48,445 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,267,657 

 



 
前第１四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

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 4,272,200 

 短期借入金の返済による支出 △46,346 

 長期借入れによる収入 900,000 

 長期借入金の返済による支出 △253,442 

 自己株式の取得による支出 △1,901,489 

 ファイナンス・リース債務の返済による 
支出 

△3,934 

 配当金の支払額 △450,862 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,516,125 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 7,602 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額） 2,422,827 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,720,885 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 5,143,713 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当社グループは、シュリンクラベル・タックラベル及びソフトパウチの製造販売、包装機械の製造販売等を事

業内容としておりますが、これらの製品は一連のものであり、システム販売をしております。また、採算性につ

いてもシステムとして管理しており、単一の事業と考えているため、事業の種類別セグメント情報は記載してお

りません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）  

ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）  

（４）販売実績 

 
国内 

（千円） 
北米 

（千円） 
欧州 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 17,194,605 4,066,995 2,997,821 24,259,422 － 24,259,422 

(2)セグメント間の内部売上高 330,554 7,369 275,280 613,204 △613,204 － 

計 17,525,160 4,074,365 3,273,101 24,872,627 △613,204 24,259,422 

営業費用 15,529,588 3,638,809 3,496,348 22,664,746 △580,006 22,084,740 

営業利益 1,995,571 435,555 △223,246 2,207,880 △33,198 2,174,682 

  北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,066,995 2,997,821 213,604 7,278,421 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 24,259,422 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
16.8 12.3 0.9 30.0 

品目 

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） 

売上高（千円） 構成比（％） 

シュリンクラベル 15,423,015 63.6 

タックラベル 2,501,863 10.3 

その他ラベル 1,118,972 4.6 

ソフトパウチ 1,101,845 4.5 

機械 2,459,332 10.2 

その他 1,654,392 6.8 

合計 24,259,422 100.0 
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