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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 13,788 ― 1,122 ― 1,242 ― 815 ―
20年3月期第2四半期 12,477 6.0 1,075 7.5 1,187 5.7 748 26.5

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2四半期 76.30 75.65
20年3月期第2四半期 70.41 69.57

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2四半期 30,285 15,231 49.6 1,405.74
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2四半期  15,014百万円 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  有  

 

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 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 25.00

      配当金の内訳 記念配当 5円00銭

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 27,700 8.1 2,300 6.5 2,500 5.3 1,400 6.6 131.04

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  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2四半期  495,002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2四半期  10,683,367株 20年3月期第2四半期  10,629,115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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰が企業収益を圧迫し、景気の減速感

は一段と高まっており、また、米国のサブプライム問題に端を発した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、先行きの不安感も依然払拭されないまま推移してまいりました。 

  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２四半期連結累計期間の売上高は、137億88百万円となりま

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、前年同期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、受注環境も厳しくなる中、高意匠表現

技術の提案による新規得意先開拓や新製品の獲得に努めてまいりましたが、市場でのブランド統合による品目数の

減少等の影響を受け、受注は前年同期に比べ微増にとどまりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の印刷包材部門の売上高は、132億91百万円となりました。 

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２四半期連結累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、前年同期を上回る実績を上げることができました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の包装システム販売部門の売上高は、４億97百万円となりました。 

＜利益の状況＞ 

 当第２四半期連結累計期間における利益の状況につきましては、当社グループ全体での売上高は堅調に推移した

ものの、原材料等諸資材の価格高騰や７月に稼働しました当社新工場（富山東工場）関連の費用が新たに発生した

結果、営業利益11億22百万円、経常利益12億42百万円、四半期純利益８億15百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 財政状態を分析するに当たり、その基礎となる当第２四半期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２四半期末現在の総資産は、302億85百万円となり、前期末に比べ13億56百万円増加いたしました。 

 その内、流動資産は、105億72百万円と、前期末に比べ３億21百万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、197億12百万円と、前期末に比べ10億34百万円増

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153億42百万円とな

り、11億29百万円増加いたしました。無形固定資産は、４億20百万円となり、69百万円増加いたしました。投資そ

の他の資産は、39億49百万円となり、１億64百万円減少いたしました。 

 当第２四半期末現在の負債合計は、150億53百万円となり、前期末に比べ９億31百万円増加いたしました。 

 その内、流動負債は、104億68百万円と、前期末に比べ８億95百万円増加いたしました。その主な要因は、設備

支払手形及び設備未払金の増加によるものであります。また固定負債は、45億85百万円と、前期末に比べ36百万円

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２四半期末現在の純資産の部は、152億31百万円と、前期末に比べ４億24百万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２四半期末現在の自己資本比率は、49.6％となりました。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間の経営成績は、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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ53,782千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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 583,174 513,388

受取手形及び売掛金 7,823,358 7,567,860

商品 38,299 55,398

製品 723,178 821,174

原材料 266,670 204,085

仕掛品 645,626 709,583

貯蔵品 68,159 54,593

繰延税金資産 261,531 228,002

その他 176,257 105,450

貸倒引当金 △13,461 △8,621

流動資産合計 10,572,792 10,250,916

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,051,392 3,931,406

機械装置及び運搬具（純額） 3,575,952 2,960,597

土地 5,451,603 5,419,848

建設仮勘定 6,000 1,692,930

その他（純額） 257,503 207,871

有形固定資産合計 15,342,452 14,212,654

無形固定資産   

のれん 188,869 212,478

その他 231,825 139,042

無形固定資産合計 420,694 351,520

投資その他の資産   

投資有価証券 2,437,034 2,646,545

長期貸付金 31,875 33,066

繰延税金資産 442,519 400,123

投資不動産（純額） 698,418 699,873

その他 445,932 435,110

貸倒引当金 △106,636 △101,523

投資その他の資産合計 3,949,143 4,113,196

固定資産合計 19,712,290 18,677,371

資産合計 30,285,083 28,928,288



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 5,059,528 4,901,955

短期借入金 1,830,000 1,690,000

1年内返済予定の長期借入金 583,060 584,060

未払法人税等 532,805 532,333

賞与引当金 412,432 349,663

その他 2,050,615 1,514,591

流動負債合計 10,468,441 9,572,604

固定負債   

長期借入金 2,478,646 2,370,176

繰延税金負債 411,740 411,486

退職給付引当金 907,397 921,682

役員退職慰労引当金 422,678 481,672

その他 364,928 364,321

固定負債合計 4,585,391 4,549,338

負債合計 15,053,832 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 1,647,940 1,646,256

利益剰余金 11,980,875 11,475,307

自己株式 △474,732 △471,037

株主資本合計 14,668,838 14,165,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 345,350 444,029

評価・換算差額等合計 345,350 444,029

新株予約権 27,125 15,500

少数株主持分 189,936 181,536

純資産合計 15,231,250 14,806,345

負債純資産合計 30,285,083 28,928,288



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 13,788,951

売上原価 10,477,036

売上総利益 3,311,915

販売費及び一般管理費 2,189,314

営業利益 1,122,600

営業外収益  

受取利息 613

受取配当金 34,439

受取賃貸料 78,775

作業くず売却収入 56,307

雑収入 25,858

営業外収益合計 195,994

営業外費用  

支払利息 40,123

支払手数料 8,752

賃貸収入原価 18,547

雑損失 9,129

営業外費用合計 76,553

経常利益 1,242,042

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 22,795

特別損失合計 22,795

税金等調整前四半期純利益 1,324,443

法人税、住民税及び事業税 509,401

法人税等調整額 △8,616

法人税等合計 500,785

少数株主利益 8,478

四半期純利益 815,180



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,883,912

売上原価 5,276,024

売上総利益 1,607,887

販売費及び一般管理費 1,116,962

営業利益 490,925

営業外収益  

受取利息 316

受取配当金 7,587

受取賃貸料 39,920

作業くず売却収入 29,158

雑収入 16,012

営業外収益合計 92,995

営業外費用  

支払利息 23,455

支払手数料 5,269

賃貸収入原価 9,048

雑損失 7,273

営業外費用合計 45,046

経常利益 538,874

特別損失  

固定資産除売却損 15,076

特別損失合計 15,076

税金等調整前四半期純利益 523,797

法人税、住民税及び事業税 200,058

法人税等調整額 20,512

法人税等合計 220,571

少数株主利益 3,965

四半期純利益 299,261



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 1,324,443

減価償却費 626,606

のれん償却額 23,608

株式報酬費用 11,625

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,953

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,469

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,284

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △58,994

受取利息及び受取配当金 △35,052

支払利息 40,123

有形固定資産除売却損益（△は益） 22,795

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） △294,192

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,102

仕入債務の増減額（△は減少） 274,379

その他 △99,902

小計 1,863,484

利息及び配当金の受取額 35,025

利息の支払額 △36,514

法人税等の支払額 △520,750

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,341,244

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 △1,367,033

投資有価証券の取得による支出 △22,164

投資有価証券の売却による収入 65,977

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 △4,340

貸付金の回収による収入 55,502

その他 △6,842

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,258,426

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） 190,000

長期借入れによる収入 766,416

長期借入金の返済による支出 △657,946

自己株式の取得による支出 △22,171

ストックオプションの行使による収入 20,161

配当金の支払額 △309,492

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,032



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 69,785

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 583,174



 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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 印刷包材部門の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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。 

〔海外売上高〕 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   12,477,652 100.0

Ⅱ 売上原価   9,471,272 75.9

売上総利益   3,006,380 24.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,930,834 15.5

営業利益   1,075,545 8.6

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息 599    

２．受取配当金 32,918    

３．賃貸料 78,339    

４．作業屑売却収入 35,880    

５．雑収入  13,730 161,467 1.3

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息 21,558    

２．支払手数料 5,786    

３．賃貸料原価 19,010    

４．雑損失 3,068 49,424 0.4

経常利益   1,187,588 9.5

Ⅵ 特別利益      

１．固定資産売却益 13,199    

２．確定拠出年金移行差益 62,913    

３．その他 3,353 79,466 0.6

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産売却除却損 13,862    

２．貸倒引当金繰入額 58,283    

３．その他 2,748 74,894 0.6

税金等調整前中間純利益   1,192,160 9.5

法人税、住民税及び
事業税 466,850    

法人税等調整額 △26,691 440,159 3.5

少数株主利益   3,594 0.0

中間純利益   748,407 6.0

  



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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   

税金等調整前中間純利益 1,192,160 

減価償却費 482,302 

新株予約権の増減額（減少：△） 3,875 

貸倒引当金の増減額（減少：△） 41,402 

賞与引当金の増減額（減少：△） 63,196 

退職給付引当金の増減額（減少：△） △431,773 

確定拠出年金移行時未払金の増減額     
（減少：△） 

376,243 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△) △1,697 

受取利息及び受取配当金 △33,517 

支払利息 21,558 

有形固定資産等売却除却損益（利益：△） 662 

投資有価証券売却損益（利益：△） △2,237 

確定拠出年金移行差益 △62,913 

売上債権の増減額（増加：△） △1,558 

たな卸資産の増減額（増加：△） △14,357 

仕入債務の増減額（減少：△）  490,553 

その他 △182,346 

小計 1,941,554 

利息及び配当金の受取額 33,542 

利息の支払額 △19,688 

法人税等の支払額 △545,535 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,409,872 

Ⅱ 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 △1,609,058 

有形固定資産の売却による収入 28,120 

投資有価証券の取得による支出 △69,921 

投資有価証券の売却による収入 63,991 

連結子会社株式の取得による支出 △134,869 

貸付金の回収による収入 17,547 

その他 △8,773 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,712,962 

Ⅲ 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（減少:△） △40,000 

長期借入による収入 1,161,000 

長期借入金の返済による支出 △177,029 

自己株式の取得による支出 △22,065 

ストックオプションのための自己株式の 
譲渡による収入 

46,402 

配当金の支払額 △211,965 

財務活動によるキャッシュ・フロー 756,341 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 453,251 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 566,300 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,019,551 

    



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 印刷包材部門の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９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。 

〔海外売上高〕 

 前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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