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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 6,905 ― 631 ― 703 ― 515 ―
20年3月期第1四半期 6,228 7.3 567 20.2 636 14.8 339 8.4

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 47.77 47.35
20年3月期第1四半期 31.99 31.57

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 32,070 15,081 46.4 1,391.56
20年3月期 28,928 14,806 50.5 1,368.39

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  14,873百万円 20年3月期  14,609百万円

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 ― 10.00 ― 29.00 39.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

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 13,800 ― 1,180 ― 1,280 ― 780 ― 73.06
通期 27,700 8.1 2,300 6.5 2,500 5.3 1,400 6.6 131.13

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  

（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) 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．業績予想につきましては、現時点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、添付資料の３ページをご参照ください。 
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  11,175,634株 20年3月期  11,175,634株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  487,035株 20年3月期  499,374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  10,799,230株 20年3月期第1四半期  10,635,724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わが国経済は、原油高、原材料高に加え、金融不安や消費意欲の冷え込み等

の多くの懸念材料により、先行きの不安感を強める状況となっております。 

  このような中、当社グループは、「美と健康」にかかわる分野を事業領域とし、医薬品・化粧品包材（パッケー

ジ・ラベル・添付文書）等の製造・販売を行う印刷包材事業及び包装システム販売事業を中核に、業容の拡大、企

業価値の更なる向上に努めてまいりました結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、69億５百万円となりまし

た。 

 部門別の売上の状況は、以下の通りであります。 

印刷包材部門 

 当社グループの主たる事業である印刷包材業界におきましては、企業間競争がますます激化する中、原油価格高

騰による諸資材の価格上昇により、事業環境は一段と厳しいものとなっておりますが、当社グループにおきまして

は、市場ニーズに即したより付加価値の高い新製品の開発、お客様・地域に密着した積極的な提案型営業活動を展

開するとともに、徹底した品質保証体制を追求し、高品質な製品の供給に努めてまいりました。 

 主要な医薬品市場向け製品につきましては、高齢化の進展を背景とする底堅い需要に加え、ジェネリック製品の

堅調な増加により、医療用医薬品を中心として、前年の実績を上回る受注を獲得することができました。 

 一方、化粧品市場向け製品は、国内化粧品メーカー間の競争激化に伴い、受注環境も益々厳しくなる中、ドラッ

グストア等での「セルフセレクション」による販売形態の浸透に伴う「クリアカートン」の安定的な需要に加え、

紙製品での受注が増加したことにより、前年を上回る実績を上げることができました。 

 この結果、印刷包材部門の売上高は、66億81百万円となりました。 

包装システム販売部門 

 当部門では、包材のみならず、包装機械を含めたトータルな提案を行うことで、更なる得意先ニーズへの対応を

目的に、包装機械・包装ラインシステムの企画提案・仕入・販売を行っております。 

  当第１四半期連結会計期間におきましては、昨年９月に当部門の強化を目的に子会社化しました株式会社スリー

エスの売上が新たに加わり、前年を上回る実績を上げることができました。 

 包装システム販売部門の売上高は、２億23百万円となりました。 

＜利益の状況＞ 

 利益面につきましては、営業利益６億31百万円、経常利益７億３百万円、四半期純利益５億15百万円となりまし

た。 

  利益増の主な要因は、売上増によるほか、当社グループ全体での生産の効率化による製造コストの低減、ならび

に原材料等諸資材の価格高騰に対応した販売価格の改定によるものであります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 財政状態を分析するに当たり、その基礎となる当第１四半期連結会計期間末現在の連結貸借対照表は、子会社６

社のうち２社は小規模であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外し、連結子会

社４社で作成しております。 

 当第１四半期連結会計期間末現在の総資産は、320億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ31億42百万円増加

いたしました。 

 その内、流動資産は、125億51百万円と、前連結会計年度末に比べ23億円増加いたしました。その主な要因は、受

取手形及び売掛金の増加によるものであります。また固定資産は、195億19百万円と、前連結会計年度末に比べ８億

42百万円増加いたしました。その内訳としては、有形固定資産は、富山東工場建設等の設備投資により150億87百万

円となり、８億74百万円増加いたしました。無形固定資産は、３億37百万円となりました。投資その他の資産は、

40億95百万円となり、18百万円減少いたしました。 

 当第１四半期連結会計期間末現在の負債合計は、169億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億67百万円増

加いたしました。 

 その内、流動負債は、122億45百万円と、前連結会計年度末に比べ26億73百万円増加いたしました。その主な要因

は、短期借入金の増加によるものであります。また固定負債は、47億43百万円と、前連結会計年度末に比べ１億94

百万円増加いたしました。その主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末現在の純資産の部は、150億81百万円と、前連結会計年度末に比べ２億75百万円増加

いたしました。その主な要因は、四半期純利益等の計上によるものであります。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間末現在の自己資本比率は、46.4％となりました。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第１四半期の経営成績は、概ね期初予想と同じ傾向で推移しており、平成20年５月12日に公表いたしました業績

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。なお、特定子会社以外の子会社の異動につきましては、以下の通りであります。 

 除外 １社（社名 株式会社協和パック） 

（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 

  １．固定資産の減価償却費の算定方法 

     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。 

  ２．法人税等の算定方法 

     法人税等の納付税額の算定に関しては、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。 

 ②四半期連結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 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、製品・仕掛品は主として個別法による原価法、

原材料・貯蔵品は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、製品・仕掛品は主として個別法による原価法（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）、原材料・貯蔵品は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31,754千円減少しておりま

す。 

③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、残存価額を零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リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 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に影響を与える新規の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引はありません。 



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 817,145 513,388

受取手形及び売掛金 9,691,826 7,567,860

商品 31,944 55,398

製品 610,373 821,174

原材料 229,146 204,085

仕掛品 654,426 709,583

貯蔵品 56,590 54,593

繰延税金資産 288,726 228,002

その他 179,542 105,450

貸倒引当金 △8,636 △8,621

流動資産合計 12,551,086 10,250,916

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,877,639 3,931,406

機械装置及び運搬具（純額） 2,798,450 2,960,597

土地 5,441,038 5,419,848

建設仮勘定 2,769,552 1,692,930

その他（純額） 200,568 207,871

有形固定資産合計 15,087,250 14,212,654

無形固定資産   

のれん 200,673 212,478

その他 136,921 139,042

無形固定資産合計 337,595 351,520

投資その他の資産   

投資有価証券 2,683,297 2,646,545

長期貸付金 31,437 33,066

繰延税金資産 340,451 400,123

投資不動産（純額） 699,146 699,873

その他 442,198 435,110

貸倒引当金 △101,523 △101,523

投資その他の資産合計 4,095,007 4,113,196

固定資産合計 19,519,853 18,677,371

資産合計 32,070,939 28,928,288



（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 4,884,947 4,901,955

短期借入金 4,100,000 1,690,000

1年内返済予定の長期借入金 516,456 584,060

未払法人税等 330,770 532,333

賞与引当金 208,919 349,663

その他 2,204,724 1,514,591

流動負債合計 12,245,818 9,572,604

固定負債   

長期借入金 2,646,848 2,370,176

繰延税金負債 417,217 411,486

退職給付引当金 898,984 921,682

役員退職慰労引当金 401,760 481,672

その他 378,789 364,321

固定負債合計 4,743,599 4,549,338

負債合計 16,989,418 14,121,942

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,514,753 1,514,753

資本剰余金 1,647,506 1,646,256

利益剰余金 11,681,614 11,475,307

自己株式 △463,539 △471,037

株主資本合計 14,380,335 14,165,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 493,523 444,029

評価・換算差額等合計 493,523 444,029

新株予約権 21,312 15,500

少数株主持分 186,350 181,536

純資産合計 15,081,521 14,806,345

負債純資産合計 32,070,939 28,928,288



（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 6,905,038

売上原価 5,201,011

売上総利益 1,704,027

販売費及び一般管理費 1,072,352

営業利益 631,675

営業外収益  

受取利息 297

受取配当金 26,851

受取賃貸料 38,854

作業くず売却収入 27,149

雑収入 9,846

営業外収益合計 102,999

営業外費用  

支払利息 16,668

支払手数料 3,483

賃貸収入原価 9,498

雑損失 1,855

営業外費用合計 31,506

経常利益 703,167

特別利益  

投資有価証券売却益 113

子会社株式売却益 105,083

特別利益合計 105,196

特別損失  

固定資産除売却損 7,719

特別損失合計 7,719

税金等調整前四半期純利益 800,645

法人税、住民税及び事業税 309,343

法人税等調整額 △29,129

法人税等合計 280,213

少数株主利益 4,512

四半期純利益 515,918



（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 800,645

減価償却費 247,433

のれん償却額 11,804

株式報酬費用 5,812

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14

賞与引当金の増減額（△は減少） △140,043

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,697

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △79,912

受取利息及び受取配当金 △27,148

支払利息 16,668

有形固定資産除売却損益（△は益） 7,719

投資有価証券売却損益（△は益） △113

子会社株式売却損益（△は益） △105,083

売上債権の増減額（△は増加） △2,101,458

たな卸資産の増減額（△は増加） 233,554

仕入債務の増減額（△は減少） 82,074

その他 506,266

小計 △564,464

利息及び配当金の受取額 27,136

利息の支払額 △9,447

法人税等の支払額 △520,612

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,067,388

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 △1,123,000

投資有価証券の取得による支出 △3,543

投資有価証券の売却による収入 50,508

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

20,473

貸付けによる支出 △2,000

貸付金の回収による収入 54,029

その他 △8,187

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,011,720

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,460,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △89,932

自己株式の取得による支出 △6,764

ストックオプションの行使による収入 15,513

配当金の支払額 △295,951

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,382,864



（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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 303,756

現金及び現金同等物の期首残高 513,388

現金及び現金同等物の四半期末残高 817,145



　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１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　印刷包材部門の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額に占める

割合が、いずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店を有しないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　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）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の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。

－ 1 －



「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

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 6,228,245

Ⅱ　売上原価 4,692,825

売上総利益 1,535,420

Ⅲ　販売費及び一般管理費 967,849

営業利益 567,571

Ⅳ　営業外収益  

受取利息及び受取配当金 23,692

受取賃貸料 42,979

その他　 23,521

営業外収益合計　 90,194

Ⅴ　営業外費用  

支払利息　 9,221

賃貸収入原価　 9,722

その他 2,153

営業外費用合計　 21,097

経常利益 636,667

Ⅵ　特別利益 5,058

Ⅶ　特別損失 6,304

税金等調整前四半期純利益 635,421

税金費用 295,655

四半期純利益 339,765

－ 2 －
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