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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 4,615 ― 67 ― 163 ― 54 ―

20年3月期第1四半期 4,488 4.6 178 ― 261 ― 65 ―

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 6.14 ―

20年3月期第1四半期 7.19 ―

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 17,102 9,101 53.2 975.73
20年3月期 16,640 9,093 54.6 1,028.48

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,101百万円 20年3月期  9,093百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 7.00 14.00

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 8,700 ― 140 ― 240 ― 110 ― 12.30
通期 18,400 1.4 420 53.6 630 28.9 340 78.0 38.01

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.その他をごらんください。 

(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.その他をごらんください。 

(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．本資料に記載されております業績見通し等の将来に関する記述は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後の様々な要因
によって大きく異なることがあります。上記に係る事項は、添付資料の２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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７
条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 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  9,328,000株 20年3月期  9,328,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  442,504株 20年3月期  383,294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  8,913,604株 20年3月期第1四半期  9,087,689株

－1－
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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１四半期におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰や、米国を起点としたサブプライムローン

問題による金融市場の混乱等による影響で、先行き不透明な状況となりました。

このような経済環境の中で、当社グループは、農業分野や工業分野の輸送用緩衝材を中心としたパルプモ

ウルド部門、石油化学分野や製粉分野向けの海外部門、農業分野や工業品分野向けの段ボール部門などを中

心に、堅調に推移しました。この結果、売上高は46億15百万円となりました。利益面では、営業利益は、67

百万円、経常利益は、１億63百万円、当四半期純利益は、54百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末より、４億62百万円増加し、171億２百万円となりました。

　流動資産については、主に現金及び預金やたな卸資産の増加により前連結会計年度末に比べ２億70百万円

増加しております。固定資産については、主に投資有価証券の増加により前連結会計年度末に比べ１億91百

万円増加しております。

　当第１四半期末の負債合計は80億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億53百万円の増加となりま

した。流動負債については、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べて５億15百万円増加して

おります。固定負債については、主に長期借入金の減少により、前連結会計年度末に比べて62百万円減少し

ております。

　当第１四半期末の純資産合計は91億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ８百万円の増加となりまし

た。

（キャッシュ・フロー計算書）

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億６

百万円増加し、当第１四半期末には13億41百万円となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金収入は、賞与引当金の減少やたな卸資産の増加がありましたが、減価償却費の増加等

により、５億46百万円となりました。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金支出は、有形固定資産および投資有価証券の取得による支出等により、５億７百万円

となりました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金収入は、長期借入金の返済および配当金の支払等により資金が減少しましたが、短期

借入金の増加により、51百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当四半期の業績は、概ね予想通りに推移しております。原材料価格・為替動向等、不透明な要素もありま

すが、平成21年３月期の見通しにつきまして、平成20年５月15日の決算発表時の業績予想数値からの変更は

ありません。

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当はありません。
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(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
①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定されたものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。

②棚卸資産の評価方法

当第１四半期末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚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正味売却

価額を見積もり、簿価切り下げを行う方法によっております。

 ③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。

 ④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

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、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測や

タックスプランニングを利用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。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部

を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書

きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

②製品及び仕掛品の評価については、従来、売価還元原価法によっておりましたが、当第１四

半期連結会計期間から「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）が適用されることに伴い、原価計算制度を導入したため、単純総

合原価計算による月別総平均法に変更しております。この変更により、従来の方法によった場合

に比し、営業利益及び経常利益は1,691千円増加し、税金等調整前四半期純利益は33,353千円減

少しております。

  また、製品及び仕掛品、原材料、商品について、従来、原価法によっておりましたが、「棚卸資

産の評価に関する会計基準」が適用されることに伴い、月別総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よる簿価切下げの方法）に変更しております。この変更により、

従来の方法によった場合に比し、営業利益及び経常利益は8,088千円、税金等調整前四半期純利

益は44,184千円減少しております。

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」（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ており

ます。なお、これによる損益への影響はありません。

　

④「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６

年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間か

ら早期に適用し、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

じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。

 なお、これによる損益への影響はありません。

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法

によっております。 なお、リース取引開始日が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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
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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 1,653,525 1,546,603

受取手形及び売掛金 4,473,036 4,423,401

商品及び製品 615,280 635,590

原材料及び貯蔵品 756,939 661,292

仕掛品 185,003 153,483

その他 301,598 294,714

貸倒引当金 △16,356 △16,288

流動資産合計 7,969,026 7,698,797

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,481,580 2,518,782

機械装置及び運搬具（純額） 2,925,002 2,928,977

その他（純額） 1,709,660 1,700,005

有形固定資産合計 7,116,244 7,147,765

無形固定資産 108,116 113,855

投資その他の資産

投資有価証券 1,128,006 813,093

その他 785,848 871,553

貸倒引当金 △4,584 △4,589

投資その他の資産合計 1,909,269 1,680,058

固定資産合計 9,133,630 8,941,678

資産合計 17,102,657 16,640,476

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,405,446 3,374,122

短期借入金 948,868 734,183

未払法人税等 85,329 －

賞与引当金 116,868 224,653

その他 1,318,669 1,026,496

流動負債合計 5,875,182 5,359,455

固定負債

長期借入金 721,243 793,743

退職給付引当金 1,038,717 1,028,776

役員退職慰労引当金 161,495 157,519

その他 204,375 207,942

固定負債合計 2,125,831 2,187,981

負債合計 8,001,013 7,547,436
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 466,400 466,400

資本剰余金 345,388 345,388

利益剰余金 8,363,238 8,371,121

自己株式 △209,322 △177,702

株主資本合計 8,965,704 9,005,207

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 332,199 264,143

為替換算調整勘定 △196,261 △176,311

評価・換算差額等合計 135,938 87,831

純資産合計 9,101,643 9,093,039

負債純資産合計 17,102,657 16,640,476
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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 4,615,769

売上原価 3,772,142

売上総利益 843,627

販売費及び一般管理費 776,577

営業利益 67,049

営業外収益

受取利息 937

受取配当金 5,892

受取賃貸料 52,748

為替差益 37,432

その他 14,488

営業外収益 111,499

営業外費用

支払利息 5,087

不動産賃貸費用 4,550

売上割引 2,890

その他 2,254

営業外費用 14,781

経常利益 163,767

特別損失

たな卸資産評価損 71,140

固定資産除却損 3,270

特別損失 74,410

税金等調整前四半期純利益 89,357

法人税、住民税及び事業税 104,792

法人税等調整額 △70,164

法人税等合計 34,627

四半期純利益 54,730
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(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 89,357

減価償却費 235,918

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63

賞与引当金の増減額（△は減少） △107,785

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,941

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,976

受取利息及び受取配当金 △6,830

支払利息 5,087

為替差損益（△は益） △15,334

固定資産除却損 3,270

売上債権の増減額（△は増加） △50,845

たな卸資産の増減額（△は増加） △178,890

たな卸資産評価損 71,140

前払年金費用の増減額（△は増加） 6,423

仕入債務の増減額（△は減少） 31,618

その他 452,262

小計 549,371

利息及び配当金の受取額 6,830

利息の支払額 △4,649

法人税等の支払額 △5,511

営業活動によるキャッシュ・フロー 546,040

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 △12,038

定期預金の払戻による収入 12,000

有形固定資産の取得による支出 △305,643

投資有価証券の取得による支出 △202,057

貸付けによる支出 △5,100

貸付金の回収による収入 4,228

その他 698

投資活動によるキャッシュ・フロー △507,913

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） 210,000

長期借入金の返済による支出 △72,500

自己株式の取得による支出 △31,619

配当金の支払額 △54,641

財務活動によるキャッシュ・フロー 51,238

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 106,884

現金及び現金同等物の期首残高 1,234,603

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,341,487

― 7 ―

決算短信 2008年08月12日 12時18分 00131xe01_in 6ページ （Tess 1.10 20080626_01）



大石産業㈱(3943) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

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。

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期

連結財務諸表規則を早期に適用しております。

(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)
事業の種類として「包装関連資材製造販売業」及び「その他の事業」に区分しておりますが、全セグメ

ントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「包装関連資材製造販売業」

の割合がいずれも９０％を超えているため、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)

日本
(千円)

アジア
(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
3,858,143 757,626 4,615,769 ― 4,615,769

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
32,458 11,557 44,015 （44,015） ―

計 3,890,602 769,183 4,659,785 （44,015） 4,615,769

営業利益 250,316 59,303 309,619 （242,569） 67,049

      (注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

　       ２ 各区分に属する主な国又は地域

     アジア・・・マレーシア・シンガポール・中国

　   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)

アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 784,256 784,256

Ⅱ 連結売上高(千円) ― 4,615,769

Ⅲ 連結売上高に占める

　 海外売上高の割合(％)
17.0 17.0

       (注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

             ２ 各区分に属する主な国又は地域

        アジア・・・マレーシア・シンガポール・タイ・中国・韓国

            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。
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「参考」

前四半期に係る財務諸表等

（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（百万円）

Ⅰ 売上高 4,488

Ⅱ 売上原価 3,474

　 売上総利益 1,014

Ⅲ 販売費及び一般管理費 836

　 営業利益 178

Ⅳ 営業外収益 98

Ⅴ 営業外費用 14

　 経常利益 261

Ⅵ 特別利益 2

Ⅶ 特別損失 146

　 税金等調整前四半期純利益 117

　 税金費用 52

　 四半期純利益 65
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